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○日本弘道密要領甲鑑
︹明治二十三年一月制定︺

一︑忠孝を軍んずぺし紳明を敬ふぺし
二︑皇室を尊ぶべし太国を大切にすべ

Ｏ日本弘道書要領乙錦
︹明治三十三年十一月制定︺

一︑枇界の形勢を察する事
二︑罰家の将来を慮る事
三・政治の良否を観る事
五・教育の適否を考ふる事

四︑圃家の純湾を知る事
六︑無識の者を教化十る事

七︑道徳の園結を固くする事一

し

三︑画法を守るぺし国益を岡るべし

八︑正諭を眠り邪説を破る事

画︑生活の簡易を岡ると同時に健全なる

癒味の養成に努め一は以て生活の没趣

味に隅るを防ぎ一は以て精紳的生活の

向上護達に資すること︑

宝︑唯物主義に木づく階級闘争の偏見を

排し所謂階級の共存が社曾的生活の必

須係件たることを明かにすること

る敬愛の精紳を養成し彼我識力して世

六︑人類共存の本義に擦り他園民に封す

界の文化護達と人類禰祉の増進とに寄

興せんことを期すること

のみ完全に遂げらる上ものなれば荷も

七︑武曾的生活は国家の統制の下に於て

言論行動にして圃家の基礎を危くする

の唾有るものは之を排すること

に躍ることを知り念為画家の二字を忘

八︑職業地位の如何に論無く一身の国家

るべからざること

皇室を奉髄し嗣家奉って画燈の箪巌

九︑画家と一・股不二にして至公至仁なる

尭裂褐するに努むること
三︑物質的生活を以て心を累はさざらん

奉し以て君民一徳の理想を賞現し国運

Ｉｊ

の隆昌を協翼せむことを期すること

十︑胆先の遺志を繕承し列聖の大訓を遵

生活の向上護達を期すること

二︑物質的生活偏重の騨寮を脱し精祁的

立すること

界人類の馬に奉仕する所以の根本を樹

一︑人・格の完成に努力し以て家庭園家世

︹大正十年二月制定︺

○日本弘道富の主張

十︑赴曾の制裁を作る事

九︑国民の風俗を改善する事

四︑里問を勉むくし身盟を弧健にすべ
し

五︑家業を鋤むくし爾像を守るぺし
六︑家内和睦すべし同郷相助くぺし
七︑信義を守るべし慈善を行ふくし
八︑人の害をなすべからず非道の財を
貢るべからザ

九︑酒色に溺るべからず悪き風俗に染
．まるくからず

!

が馬め其の程度に順じて生活の簡易を
岡ること

I

十︑宗教を信ずるは自由なりと錐も本国
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の害となるべき宗教は信ずべからず
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今回本含定款第四十一係により堀田曾長は左の諸氏を本愈特別含員に推薦する所あり︑依て錘に曾告
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・本櫛の第門十四同定期縄含は経了した︒

思想職士を以て任ずる本曾冬員の時局下に

あると共に又識算である︒釜曾員の縄曾に

鹿する決意の縄結難であり︑意菜の決算で

列するも列せざるも︑或は誌上を通じて耳

目を通じて︑一つ心に総曾に現はれた所を

来る︒へき−ヶ年の決意と資生活にせんこと

鍵にガダルガナル島の展遥︑アッッ島の

− 1 −

を航る︒

悲拙なる玉砕奮闘︑更に山本元帥の批烈な

なき荒み魂︑これぞ填に皇幽の躯鑑である︒

る戦死︐其の刺の如き尊い精祁︑武烈紘り

之が締祁は又我々の血にも流るるものであ

ることを思へぱ︑これを努め育てて︑吾々

も此等蝿鑑に達せんことを念願に全力を注

がねばならぬ︒これぞ大東亜職下の図民一

億の例外なき唯一の心櫛への努めである︒

我々激化人も亦︑その縄曾を絡っての後の

決意と資践は同時に此の外の何物でもな

い︒右へならへ！と絶叫あるのみ︒時は大
非常時だ！決戦下だ！一死奉公時だ！一億
の力が結集出来れば何を言ふことがあら

う︒事は懸って資現にある︒一にもやらう
こにもやらう︒これあるのみ︒

︑一
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︽の創立にして其主旨遇する所は︾
︾
全．
企日邦人の殖徳を高くし同家の基礎︾
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一︾を輩同にせんさするにぁ＃流し︾

︾霊て儒教哲蕊笈宗教等の一方に蝿︾
︽︑一エ侭せず諸教の長所を採り明治二︾
季

嘩

︾

一・幹﹃十三年十月三十日の勅語を蓮︾
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垂吟︾︾︾︾咋恥陶酔雫串柳押錠峰坐諦︾︾︾碑咽印︾︾拙︾峰鋤恥礎︾州崎蝦缶︾三

泊を欲せざ⁝し︒然れど典見る所︑目前に？て筆闘に及ばず︑支郷︒ことを以一

一翁遥を蝋ふば教育⁝し︒然れど︑識⁝雫鴫ぁ︐︑叉家⁝の爾敦育傭ばら一

一先蕊蕊蕊蝿飛麗潔態癖蕊鯛唾咋舞霊蕊一﹂

受け︑乗て家庭耐曾の教育を作るべし︒先づ堅固なる一町村を作らざるべからず心目一一

一生前の利を見て遼識旗かるべからず︒両人は皆圏結を以て率愚．町村園結腫信朋組合皇

訓灘蕊唾嘱溌鴎融蕊奄簾祷洲鯉無恥擁灘唖↓一
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成就する乙と蔵し︒諸子弘道の意を倉得したらば︑心中に仕組を作るべし︒徒に人の一
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山本一五十六二賜フ課
沈毅ノ性能ク大任二堪へ寛宏ノ度常二
衆望ヲ負う身ヲ持スル廉潔人二接スル
諮和戒事二峡掌シーァ心力ヲ航空二弾シ
働坐政二参霊シーア智術ヲ振武二故ス出テ

テ水師ヲ督スル善謀溌メ彼我ノ勢ヲ審

二間︲口二■■二ｋ■

山本元帥を悼む
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ｰ ｰ 二

りて以て帝国海軍の慎慣を謹揮せるものと云曇︑へく一億国民の感謝措く能はざる所な

室

画

ロ

ロ

ニ
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故元帥海軍大播正三位大動位功一級山本五十六閣下には︑四月中聯合艦隊司令長官

の身を以て勇蹄陣頭帽押し︑第一線の飛行機上にて攻撃の際壮烈なる戦死を遂げらる・

閥を爆げて鋤失し山河亦斉しく哀愁の色を呈す︒

顧るに元帥は軍縮愈議に使して国威の謹揚に力を敦し︑我が航空隊の育成に心を砕

き或は軍政の重責をも果して功を累ぬる比なし︑一而して後畢幽の輿望を擢ひて聯合艦

隊司令長官の大任を拝しては︑短日月もて忽ち四洋の大半を征して百職百勝し︑其の互

未夕一歳ブ経サル二八タヒ竹吊ノ動ヲ

り︑然るに決戦下此の元帥を喪ふ︑何ぞ不幸の至大なる︒我等曾員たる者裁に元帥を

大なる作戦︑赫々たる戦果は資に東西古今に絶す︑是大稜威の下元帥の挺身統率によ

樹テ鴛樽鵬盤遠ク寓里二瓦リテ雨ナヵ

霊きい涙の中に葬ふと共に元帥の垂範されし忠烈の大精紳を唯に儀表と仰ぎ︑愈々戦

二シ雄断克ク勝敗ノ機ヲ制ス風行雷動

ラ塞海ノ鯉ヲ握ル戦局ノ方二鮒ナル騰

場箱紳を織烈ならしめ︑敵を倒し霊さんの士気を旺んにして以て其の使命に献身し︑

︑串
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星遼二塗シ壮烈古ヲ畷シクシ診悼殊二
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元帥の雄魂毅魂に膳へんの奄敢て涙を拭つ工奮起を誓ひ謹んで微衷を棒ぐ︒
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む悼を帥元本山

凧︑

第四十四回定期穂曾曾長諒告
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天地緑濃カナラントシテ寓物生意二溢ル是ノ時ヲ以一アシテ裁二我ガ日本弘道曾第四十四回定期綿曾ヲ開ク鮪仰自カラ無

限ノ感ナキヲ得ザルモノアリ

窃二按スルニ惟界文明ノ進運ハ夙二測熱ノ境二入ツーァ今ヤ既二一大鍵革ヲ生セントシ従来久シキニ一風リ一三子内二螺械ヲ

檀マ︑ニシタルノ奮勢カハ途二現状ヲ保守スルニ由ナク歩を傾覆衰頬ノ己ムナキニ至ル

地球ハ悠久二回樽シ時代ハ瞬時ニモ停ラズ天意自カラ存シ人篤溌ジメ期シ難ク聡レル軒ハ亡ビ筋ムル着︿柴エ久シク弧

大ヲ侍ミシト雌モ彼レ米英ハ今将夕何ノ状ゾ其ノ多年弱考ヲ燥噸シタルノ命運モ今ャ既二傾ク

願念フニ宇宙二大道アリ間ヨリ人カノ柾ゲ得ル所ニァラズ之ヲ守り之ヲ弘ヌー賃シテ未ダ曾テ称ラザルモノ千秋蕗古我一

ヵ日本帝画ヲ措イテ更二銅狗ノ邦カァル久シイ哉祁ヲ欺キ己ヲ欺キ常ニロヲ開イテ人道ヲ説キ人ノ闘士ヲ奪上他ノ民族ヲ虐４
〆

グ今乃チ我正義ノー環二敗しテ其レ寛二何ノ顔カァル迩迷ニシテ悟ラズ今猫ホ狼ヰテ此ノ非ヲ途ゲントス表亡敗北自カラー
支へ難キー至ルハ其レ火ヲ槻ルョリモ明カシ

今乃チ本曾ノ道トスル虚︿一唱一是レ倣界ノ大道ナリ固ヨリー民族一好雄ノ享ラ私心ヲ主トスルノ類ニアラズ大地開閥以

来閏燈ノ美ヲ謹揮シ稗人相感雁シテ上二寓世一系ノ

天皇ヲ戴キ下二忠良無比ノ臣民一二奨順ヲ旨トシ悠久ナルニ千六百三年ノ歳月ヲ経一ア未ダ曾テ米英ノ如ク倣慢痕横他ノ民

族世ノ弱者ヲ筈メタルコトァラズ暴ヲ挫キ義ヲ扶ケーニ大道ノ罵二全カヲ枠グ東亜ノー聖人孔夫子ハ曾一喜両ヘリ道ヲ弘ム

ルハ人二在り道自カラ弘マルニアラズト是堂号一雷一ニノ金言トシテ敬重スペキノミナランャ我邦ハ賞二著燕トシテ上下

一心之ガ責果ヲ牧ムルニ其ノ全力ヲ傾注シ来しり是レ誠二本曾力行ノ大続紳トスル所本曾ノ任務常二裁二海ス際レタルガ

如クェシテ賞二至大ナルモノァルハ斯ノ道ナリ邦ヲ墨ゲーア歩餐二之ヲ賛ニシ刻為二之ヲ行ヒー串シテ漁一フズ故二斯ノ道ヲ

［

皆臨長々含総期定回四十四第

弘ムルヤ常二其ノ微ナルヲ穂ミ而カモ共ノ瓢ハル︑コト日星ノ如シ願念フニ全図二於ケル我曾且ノ大二任ズル所ハ賞二身

ヲ鼠テ箸糞之フ資行シ刻登之ヲ塀一フザルニ存ス縦上千言寓語スルト雌モ責行ノ之二件ハザルハ狗二側洩ノ花ニシラ遂二共

ノ寅果ヲ結季ハザルト一般邦家民人ノ幸幅ト繁楽トー於一ア永久二何ノ賛益スル所アラ︑ンャ

本曾︿固ヨリ斯ノ道ヲ弘ムルヲ以一ア本旨トナス雷一二己ノ道ヲ行フノミニアラズ資二之ヲ弘メーァ人卜我卜共二大道ヲ天

下園家二施シ世界人類二勢力ラシメンコトヲ期スＨ暮し途遠シト調フコト勿カレ古へ聖賢皆斯ノ如クニシーァ大道ヲ仰ヘリ
吾等不肯ナリト雌モ上二

聖天子ヲ識キ正二生レテ斯ノ大東亜ノ盛時二逢ヘリ翼ハクハ斯ノ我邦本来ノ大道ヲ愈ど価界ニ弘フシ通ネク全仙界ノ人如

‐ 5 −

ヲ指導感悟セシメーア属箇二各人類ノ胸底ヨリ深ク我邦ノ大道ヲ尊崇スルニ至ラシメン↓一トヲ乃チー年唯一タビノ本曾細曾

ヲ機トシテ鼓一二言本曾ノ期圃スル所ヲ陳プ乃チ諸賢ノ益と斯ノ宇内二噸趣セル我邦ノ大道ヲ湿ネク恢弘スルニ燕蹴努力
セラルルアランコトヲ切望シ柳力以テ海告ノ辞トナス
昭和十八年五月二十三日

日本弘道曾長伯爵堀田正恒

第八次善行表彰式曹長刷鮮

数二第四十四回定期綿曾ヲ開クニ方リ本曾創立六十周年記念事業ノートシーア銘八次善行表彰式ヲ畢ゾルコトヲ得タルハ

木曾ノ特二欣慶二堪へザル所ナリ

ー行者諸賢ノ藍肩二在り昨謂フペク孔夫子ノ所謂道ヲ弘ムルハ人二在リトノ金言ヲ諸賢ハ正シク身ヲ以一ァ質践朗術セラルル

ノ

︲夫レ善行ハ弘道ノ錆華ナリ而シテ道ヲ弘ムルハ人二在り道自ラ弘マルニァラズ然ラバ川チ遁ノ行ハルルハ定二繋ツテ善

告海長々含纏期定回西十四節

ノ活キタル好師範掌プペキ好典型ナリト謂フ・へシ

我日本弘道曾ハ資二道ヲ弘ムルノ人ヲ以一ア組織セラレ此ノ如キ人ノ世二談川スルヲ以一ア全曾ノ標的トナス若シ之ヲ花二

職フレパ灼灼ダル名花モ之ガ庇護ノ手ヲ鉄力寺︿其ノ特美ヲ暢べ天興ノ美質ヲ溌押スルニ於一ア遺憾少カラザルベシ弘道ノ教

︑ハ弘道ノ花ヲシーァ其ノ固有ノ美蝿ヲ完力ラシメンコトヲ期ス今此ノ如キ標本タルノ人アリ固ヨリ些些ダル庇謹ノー端ニハ

所ハ印チ其ノ木ナリ斯ノ木ニシテ今其ノ花ヲ開ク現下大東唖戦争モ愈ど進展シ我幽ハ閥家ノ綿カヲ畢ゲーア敵米英ヲ喋推シ

・ノ篇メニ本曾ハ之ヲ光柴トナシ諸賢毛亦道ノ鴬メニ之ヲ欣慶トセラル諸賢ト道トハ恰カモ花卜木卜ノ如シ木曾ノ道トスル

諸賢ハ既二地方長官ノ推ス所トナリ幸ニシテ本曾表彰ノ花トナラル此レ正二本曾ノ光楽一一シーア又諸賢ノ欣慶タルペシ道

ー過ギザルモ本曾トシーァ敢テ表彰ノ矯〆二滝腔ノ喜悦ヲ捧グル所以ノモノ量偶然ナランャ

八

次

善大東亜共柴岡ヲ建設シテ八紘篤宇ノ皇護ヲ恢宏シ以テ世界ノ平和ヲ挺順ゼンコトヲカメシ︑アリテ世人ノ諸賢二期待スル

行所誠 二 多 大 ナ リ

表翼ハクバ此ノ美ヲシーァ長ヘニ弘道ノ前路ヲ照シ愈と其ノ馨ヲ高カラシメ諸賢ノ自重益と身ヲ以テ斯ノ道ヲ弘メ進ンデ圃

日本弘道倉長伯爵堀田正恒

彰民緒耐昂揚二資セラル︑アランコトヲ所ル乃チ畢式二方リ・一言以テ賀意ヲ表ス
︑昭和十八年五月二十三日

表彰状

山口麻熊毛郡平生町大字平生村隼一五一群地

昭和四年一月七日生

︑孝女村田敏子殿

ゞ賓性温良仁愛〃情二富ミ夙二母ヲ失上父ヲ扶ケテ家業二瑞蹴セシガ一朝父蛎床二坤吟シ一家頓一一悲誌苧沈流スルャ幼少ノ身ヲ以テ出デ

−
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一

彰 表 行 善 次 八

テ・︿粉骨砕身克ク困苦峡乏二堪ヘテ生計ヲ支持シ入テハ病父ヲ禰護シテ孝養到ラザルハ︲ナク弟妹一一ハ友怖二努メ面モ修畢一日モ噂フズ
窪一一孝女ノ鑑タリ価テ山口螺知事ノ推聴ニ依り之ヲ表彰ス
・昭和十八・年五月二十三日

岬岬日本弘道曾副曾長従三位動二等文畢博士吉川熊次

蝿ｎ本弘道倉曹長正二一位動二等伯爵堀円正恒

表彰一状︽・

徳島螺那賀郡州木頭村大字板州字贋瀬五九
孝
女
比
浦
ヨ
ネ子殿︾
大正十年三月十八日生↓

費性秘順敦厚一朝母頭痛二機ルャ幼少ノ身ヲ以テ窮乏ノ裡二父ヲ扶ケテ農耕二精帥シ母残後父亦嫡栂二臥スルャ表護慰撫懇切ヲ極メ父

祁母祁睡イテ酸シ一家頓二悲境二陥リシモ不擁不屈繊手克ク勢働二従事シテ家計ヲ維持シ勤勉力行逢二家運ヲ挽回シ弟妹ヲ撫育シテ孝
〆﹄

郡蝉日本弘道曾副曹長従三位動二等文畢博士吉田熊次

郡蝿日本弘道曾曾長正三位動二等伯爵堀田正恒

友ヲ全ウス澗二孝女ノ鑑クリ価テ徳島際知事ノ推薦ニ依り之ヲ表彰ス
昭和十八年五月二十三日﹃

表彰状

墜媛
段際
諜東
粟宇
芋和田郡田之筋村
付
愛
節
女
上
甲
ク
ニヲ殿
大正六年九月二十七日生

費性純良謙虚幼少ニシテ不幸一家頓二否浬二迦遇スルャ父母ヲ状ケテ稼稽二輪剛シいく管家運ノ回側︿ヲ剛リ父ノ残後母亦嫡臥スルャ誠資

以テ霜護奉養雑し努メ弟出師後ハ一家ノ紘石卜．ナリ具サニ卒︐酸ヲ科メ縦乎克〃勤勉行力以テ生計ヲ支持シ弟妹ヲ愛撫シ家政ヲ撚理シ遁一

ｌ

１１

却偲日本弘道曾副曹長従三位動二等交畢博士士︑田熊次︒

蝿ｎ本弘道宮曹長正三位動二等仙侮堀田正恒↑

憾ナカラシム誠二節女ノ鑑タリ価テ愛媛螺知事ノ推薦テ依り之ヲ表彰ス
昭和十八年五月二十三日

Ｉｉ

ヴ６

一

一

曲本元帥の英燕に封して

︑横山健︽堂
Ｐ

て行く︑一波︑寓波を生ずるやうに︑元帥の一死は︑固民

述ぺてゐる︑此のやうな感激を以て牌来の大岡民を稗蕊し

精紳に慶大無限の感激を典へ︑大東亜職を勝ち抜くといふ

↓粘祁力に︑新らしく力づけるものである︑秤に尊とい一死︑

て︑他日︑凱旋されたらば︑定めて閣民崇敬の的となられ

易に鴬すを得ざるほどの偉大なる幽民的感激を典へて︑我
邦未曾有の大難局の突破に貢献したのである︒元帥は生き

雷に山本元帥は死せずといふどころではなく︑生きても容
山本元帥戦死の公表は︑青天の詳藤であった︑森雷一護︑

たであらう︑あらゆる築審動侭を一身に隼めて︑古今の名

〃

８

勝として岬やいた後半生を送られたでもあらうが︑しかし︑一
閏民糖榊に典へる感激は︑生も死も一つであり︑我がｎ本
ことになると恩ふ︒

人としては︑戦死といふととが︑一層狗力な感激を典へた−

園に生才享けたるの喜を感ずる︑今日より切なるものはあ

かも純潔を保ち切らぬ比島民の近況を聞いて︑よくぞ我皇

ど世界に誇らしく思ふ時代も無いでせう︑歴史を持たぬ然

な責任があります︑それとともに民族の純潔さ左︑今日ほ

を︑崇巌無比の歴史として子孫に博えなければならぬ重大

く︑平面戦であったら︑山本元帥の職残といふことが有り

は︑元帥を以て哨矢とする︑もっともＲ済日露の戦役の如

の前に於て姥れた伊藤公︑明治天皇御大霧の際に於ける乃
木大僻夫妻の殉死等があるが︑職場に於て司令長官の戦残

勃溌せしめたものとしてけ︑ハルビン擁頭︑露閏軍隊獄迎

較近︑明治の末年︑三四十年来︑一死以て閏民的感激を

︵一一︶

りません︑また此の聖代に生れたることは︑とれまた永遠

得たか︑如何か︑日本海戦の三笠艦上に於什尋東郷元帥は

さを痛感した時代は過去に無いでせう︑垂見は大東亜戦零

国民畢校の一教師は︑書を寄せて︑﹁今日ほど歴史の章と

もを感激畦｜しめるものが多登ある︑私の親友なる小倉市の

壷表されないもの︑私どもの目離したもののみでも︑私ど

ない︑新聞雑誌に既に浦戦されてあるのみならず︑紙上に

輿へた︑感激の費況に就いては︑一海語り識くすべきでは

寓物の生京一時に振ふが如く︑国民縮祁に非常なる感激を

︵一︶

心ゴ

附近の人に卵叶が中り︑元帥は無難であったといふとと

西P

の皇函史上の偶然の旧来事とはいへ︑限り無き難有さを感

年

ずる次第であります﹂と︑山本元帥の英蕊に謝する言葉を

てし翼に霊英③帥元本山

P

㈲てし封に璽英の帥元本山

が︑元帥に︾州丸命中の危険は十分にあったことを物語るが限りなく生れて来て︑極天皇基を護り奉るのである︑そ
もので︑洲丸が中ろ中らぬは戦場の蝿命であるやうに恩はの尊とき﹁七生滅賊﹂の二一戸は︑大楠公以後︑数百年逸く

れるが︑今の戦稲は立鵬戦であるから︑敵州淀受ける危隙の言葉の侭に蝉はってゐたが︑雑末︑維新前︑吉田松陰先

率は︑昔よりも遥に多くなってゐる︑それを山本元帥は︑生が川現して︑﹁七生論﹂を作り︑﹁七生滅賊﹂恩恩義を胴

飛行機に乗り︑・先頭に立って指揮してゐられたといふか明した︑先生の論には︑天地人川を支配するものは理と蕪
ら︑敵猟に曝らされる危険率は楓めて峯かつたのである︑・とである︑天の誰鍾たる︑一理存するあり︑父↓十祁係の綿
敵洲雨注の中に立って戦局を導く拙烈な箱柳が︑今川の一堂たる︑一気の厨するあり︑入の生るｋや︑欺理を資って
死となって現はれたのである︑州丸が中る︑中らぬは︑時以て心と篤し︑斯気産喫けて以て慨と鴬す︑燈は私であり
の運命であるとして︑生死如何に拘はらず︑その牡烈無比心は公である︑私を役し公に殉ずるものを大人となし︑公

の粘祁が︑その一死を光築無上のものとして︑圃民的大感舜鍛札極卸碓卵酎爆岬岬雌叫郵錘諏蛎証碓碓測瓜郡鍛触れ一
激産起さしめた所以である︒

︑我邦︑二千六百有除年来︑戦場に於ける綿大勝の戦死が心︑理と通ずるが故に︑暗減し索蛎くるも︑理は猫り古今
永遠に閣民的感激の的となってゐるといふととに於ては︑に一︐一り天壊を窮めて︑未だ排て櫛らくも歌まず︑大楠公最一

昔湊川に於ける大楠公の戦死と︑古今封稀すべき山本元帥期︑﹁七生滅賊﹂の一言は︑理︑気といふととに深き理解
の戦死である︑後来のＨ本人は皆︑二重橋に於ける大楠公のある一言蕊である︑餅時︑正行︑正朝等補氏一家︑哩猟並
の銅像に謝する毎に︑必らず山本元帥を憶起すであらう︑ぴ馬するものである︑新川菊池諸氏は︑気は離恥て理の迩

大楠公には︑最期に︑﹁七生滅賊﹂といふ烈糞たる三一百ずるものである︑これに曲って兄ると︑大柚公兄弟は︑た
があり︑大楠公は死せず︑永遠に生きてゐるのみならず︑だ七生といふのみならず︑初めから未だ死せざるものであ

催令︑楠家の血族は絶ゆるとも︑大楠公の子孫を以て自任ろ︒此︿後︑忠孝節義の人︑大楠公に槻て感慨卿︿起せざるは

ものが︑数百午後にも縦々と生れて︑明い︑維新を成就し︑何ぞ七生滅賊のみならんや︑余は祥て束源し︑三たび湊川

する新︑子孫といふべき科︑：即ち火補公の再生といふべきなく︑則ち大楠公以後︑無数の大楠公が生れるのである︒

更に大東亜戦の完遂に諜捧し︑僻来︑永遠に大柿公の子孫を縦て︑大楠公の墓を拝するごとに郡映禁ぜず︑北︿の碑陰

〆

に明悶の徴士朱舜水の文を刻するを見て峰更に叉涙下
る︑ｎ分は楠公と骨肉血縁があるに非ず︑師友交泌の開係
あるのでもない︑此但択は何に曲って流れて巳まざるか︑
朱●舜水に韮つては海外の人︑その舜水が大柿公を悲しむの

文を詰めば︑余は更に舜水を悲しむ︑誠にいはれ無きこと
のやうだが︑其後︑理莱といふことを考へるに及んで︑自
分も舜水も︑皆︑斯理を資って心としてゐる︑大楠公と燕
は離れて︑血肉の縁なしといへども︑理は即ち和通じてゐ
る︑これ旅沸禁ずる能はざる所以であると論いてゐる︒

これによって見れば︑松陰先生は大楠公の再生を以て自
から任じた一人である︑﹁七生減賊﹂の一言を説明したも
の︑松陰先生の﹁七生説﹂を以て不睡の徴則となすべく︑

先生自から躯行溌践して︑維新中興に於ける大楠公たるの
事賀を畢げ︑其一生行事︑尚ぼ又其一死が後来の吾が画災
精神に︑不滅の感激を典へてゐるから︑大楠公﹁七生滅賊﹂

の遺言の力は︑数百年後︑先生の一死によ可て更に弧化さ
れたものといふべきである︒その弧化された力は︑明摘維
新を造り川すに貢献した︑今や山本元帥の一死は︑また此

﹁身はたとへ︑武蔵の野遥に︑朽つるとも︑

秘陰先生最後︑遥許制魂録の初に題した︑

あることを確信する女輔である︒

意味に於て︑大東唖聖戦の完遂に︑力弧く貢献するもので

てし調に露英の帥元‑本山

留めおかましも大和魂﹂

その後︑鹿瀬中佐は︑族順描口閉塞の壮畢に赴くに際し

﹁七生減賊一と耐じ粘榊であることは︑極めて明白である︒

誹世の一篇︑﹁七生減賊﹂の一語を引いてゐるへ即今の山

本元帥に至るまで︑如上の諾雄︑大楠公と理机通じ・大楠

公の押生といふべきものであり︑従来︑大楠公︑﹁七生減

賊﹂の大精榊︑喪後の大楠公を輩出せしめて止むことなき

が如く︑今や山本元帥の一死に槻感興起するもの︑綾共と

０
１

鯉吋斜浄鍔海叫非琴一蓉一

して輩出し︑一人の山本元帥ありしが鴬に︑寓人の山本元

訓雌峰蝿鉦樫嘩蝿綻雌帽鋤鈍誕
思ふのである︒
︲︵宕一︶

大楠公の﹁七生滅賊﹂の二言は︑平生の修養が脅密締ん

だものであるを思ふとき︑山本元帥の一死︑司令長官の身
を以て最前線に進み︑飛行機上︑作戦を指揮しつつあると

きの敵卵の篤の尊とき最期が︑その率直勇敢なる性質と︑

多年の猛烈なる錬成とが和待って此に至ったものであつと

とを考へなければならぬ︑山本元帥の尊とき簸後に封して

徒らに感嘆敬仰するのみでは︑何の役にも立たない︑その

死の曲って来るところを考へて︑堅ぶべきものを溌見する

ことが大切であらう︒﹁元帥に続け﹂といふ言葉が︑今朝

てし封に璽英の帥元本山

ｒ︼

も︾新聞雑誌に績盈として現はれ来るのを見るが︑﹁縦け﹂

といふ意味は何鹿にあるか︑唯だ勇ましく進んで戦死せよ
といふことでは︑除りに簡難である︑敵洲が中っても中ら
なくても︑元帥が最後までに蓄積︑造詣されたところの緒
祁的内容に追随するやうにといふことでなければならぬ︒

元帥は敵郷に中つたが篇に︑その人格の置償が向上したわ
けではない︑敵弾が中っても︑中らなくても︑元帥は儀表
元帥の人物閲歴︑逸事等は︑仙間に知れ渡ってゐる︑今

的武僻として︑尊とき存在だったのである︒

更︑鼓に改めて喋だするを要しない︑小倉市蹴る私の若き
友人は︑元帥の戦死に封する所感のうちに︑﹁尊敬する郷
土の先輩をもってゐるととは幸祁である﹂と述ぺてゐるの

もｉ

は私も深ぐ共鳴する︑此事は︑元帥の郷里︑即ち越後︑長
岡の奮藩以来の藩風及び諸名韮の感化を受けたことを言ふ
のである︑私は先年来︑長岡に縁故があって︑長岡の郷土
史を研究したことがあり︑その藩組以来︑藩風の由来する
ところ及び蕉藩以来︑諸名士のことに就いても研究した︑

雨雄︑質資勇敢なりし青年大隊長︑軍司令官ともいふぺき

維新の際に於ける河井縄之助及び小林虎三郎︵読病翁︶の
山本帯刀︑近来︑﹁猫立互箪﹂といふ一派の教義の開︑の
槻︑野本互尊翁等︑それ人︑特色は異なるが︑殊に河井と
小林とは︑雨為相封して信念を異にし︑長岡明児として気

を吐いたのは河井であるが︑敗戦の跡を袷牧して後継人物

きであり︑元帥は山本帯刀の養嗣子として河井の系統を引ゞ

を養成し︑能く今日の長岡あらしめたる力は小林に蹄すべ

る︑互尊翁は︑長岡といふ人物輩出の大道路が開けてか

くとともに︑隠然︑小林の陶冶を受けて護達したのであ

の歴史は絃に梨論しないが︑要するに如上の人物は︑すべ

ら︑出現した有力なローラーのやうなものであらう︑長岡

て長岡の藩風︑藩組の﹁常在戦場﹂の遺訓によって養成さ

れたところの質賞剛健にして武人的素塊の遥ましい藩風の

中から芽ばえて︑匿い日本の教育を受け更に進んで大仙界

州渦の中に陶冶されたものである︑而して元帥は︑此畑の

の雰園気の中に鍛錬されたものである︒長岡の藩風の中か

ら生れたといふのが︑元帥の人物の持味である︑﹁柑在戦

して元帥は︑世界人と接鯛して︑その識見︑抱負︑即ち其

場﹂が元帥の少年時以来人物鍛錬の礎石になってゐる︑〃そ

の精紳的内容を銭充せしめ︑途に南太平洋の大溌に︑其の

英魂を将むるに至ったもので︑その少年時代︑長岡武士の

面目といふやう所ところから︑一路︑健やかに向上して︑

最後の﹁常在戦場﹂は︑仙界にひろがる偉大なる昂幡であ

私は︑少壮以来︑四海左泌歴し︑今も錨ほ綾けてゐるが

った︒

︑宮一﹄・くぎ弐弐うざｐＬソ

汽車の巾で︑腿︑詳笑を禁じ得ざることは︑貴婦人と見え
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○山本元帥を悼む

割田知己庵

帝剛海軍の縄力を愛肩に婚はれ︑一億国
民は素より東亜共柴凋諸民族十億の信頼と
敬仰をも一身にせる我が聯合艦隊司令長官
る五月二十一日午後三時大本管より溌表せ

山本五十六元帥の批烈なる戦死の報が︑・去

あった︒今日大戦争の撫績中とて︑元帥の

そして必勝の決意にと促されて来た事で
彼の日彼の折の詳報に接することは固より
心に描いて見ても︑それが拙烈さは想像に

出来ないが︑麓て知る元帥の偉大さを思ふ
難くない︒否想像を許されぬ以上の尊いも

んか︒依て悼む心をしばし押へて卿か共の

奮起の災捕を述べて見たいと恩ふ︒乃ち世

界戦史に比なき巨大なる地域の策戦︑一年

有様に於ける囚洋の大牛を平定せる戦果を

畢げし総司令長官︑然も我が海軍の純生命

を一身に預りて縄力結集の一身を陣頭に

帥︑盟邦燭逸の英婚をして﹁日本の司令官は

し︑撃ちてし止まむと一死報閏された元

さ笹さりながら︑元帥の拙烈なる戦死に

第一線に敢然指揮するものと見ゆ﹂と驚歎

のであるとして老ふくきであらう︒

れは哀悼︑敬仰︑悲憤︑奮起等々様々の血

錘ひては︑金身に血の湧くのを畳ゆる︒そ

長官の身を以て︑敢然陣頭指揮し︑飛行機

った︒然も其の戦死たるや︑聯合艦隊司令

と敬仰措かぬ園民の心を打のめした感があ

極めても極め霊くすものではないが︑これ

それは元帥産悼み悲しむの情は︑何程之を

を黙し得ない衷情に苦しむのである︒乃ち

ても及ぶべきではないが︑及ばずして伺之

善たりや︑蔑葬の上にも醐善を期さずして

感なきを得ない︒此の時︑吾等は果して寓

なり末って我に向ふ時︑正に決戦に入るの

︲敵もさる者で烏合の衆ながら辿々虞剥に

の日のみは送れないのである︒

ルー敬仰を棒ぐれば棒ぐる程︑徒に今日哀惜

る至誠器略︑人桁︑賛行力は︑吾等の信頼

にて攻華中州烈なる戦死を遂げらると云ふ

が足らぬを足らぬま上に涙を拭って奮然起

〆

て残された跡を心静かに辿れば︑吾等が限

って事足るのではない︒吾等も亦それ１八︑

− 1 2 −

せしめし陣頭捕導振りの元帥︑其の互大な

のである︒吾等は其の報の降間こそ︑唯花

たればならぬ︒忍び得ぬを忍んで善はねば

可なりや︒上に御稜威を頂き︑軍祁とも仰

である︒而して之を言はんとし現さんとし

然自失︑縦粛にして緊張した筑持より外に

ならぬ一事である・

られ唱此の報たるや正に静蕊として信噸

はなかった︒正に打のめされたのでなくて

ぐべき陸海滞兵に信頼するあって︑幸にも

六月五日日比谷公園浜て園葬の御儀あり︑

りなき悲しみの中にして勝つべく起つとと

に身の限りを壷して之に報いまつることに

知識識蕊聴瀧繊鮮一存蘭

涙の中に一億国民は葬送した︒かくて其の

も許して頂けやう︒街起して元帥の心を心

より︑祁亀天佑を垂れ給ひ︑御稜威も嘉み

くも御稜威にあやかり︑英婚秀卒にのみ頼

問漸く冷静を取戻しては︑限りなき哀悼の

として報国に逼進職一んとするも欣ばれもせ

爾来十数日を純て︑東郷元帥閣葬と同じ

何であちら︒

一目的達成に近づきつ上ある︒併し鯛民は津

みならず︑抵季なき敬仰︑不抜の敵領心︑

込

時
論

﹄

雪一胸

生肥

せられ︑英播も受けられ︑事ら成るのでは

報ではあり︑吾等をして哀悼を超越せる悲

らる︒時恰も山本元青戦死に引続いての悲

とて途に刀折れ煎稚きて悉く玉砕すと報ぜ

てし止まむ﹂の魂もて貴賎するなくんば如

ばならぬＪそれが焼めには至誠一貫﹁撃ち

として共に生き巷り死に替り敵を撃域せね

との決意に絃ける鮎ありとする︒乃ち職へ

言はせると︑一億皆アッッ烏の勇士である

もないではないやらだ︑吾等をして卒直に

云ふ風に︑銃後にはまだ他人を思ふ風の者

立派なものだ︑あはれだと時に恩ふのみと

︑職は将士のやって呉れるもの︑画く婚士は

撃ちてし止まむの至誠の意鋪である︒

何でか七生報国があり得やら︒持つべきは

あるまいか︒と人に元帥にならへ︑至誠だ

しの血を澗かせ決意を固くさせたことであ

敢闘だ︑報閣だ︑と叫ばざるを得ない者が
ある︒

思へ一兵とて容易に死なし得られぬ我が

る︒

深ければ深き程︑一死報公︑必勝の信念貴

兵ではないか︒然るに二千欺百と云ふ山崎

吾々は山本元帥を哀悼し敬仰することの
賎に敢闘されずには居られない︒戦争は喰

播兵の武勤を稲しつつ我等に海るる涙．こ

部隊長以下将士の玉砕を︒世界無比の我が
れぞ永久に語り綴がる一︑へきものである︒吾

ぱ日本は勝つもの︑戦争は滑兵がやって異

1

ふか喰はれるかである︒敢闘なくして︑決
顧みて元帥に随ふべきは是である︒銃後は

誰か起たずして居られよう︒

等は此の涙を胸に持し︑武勅に感激しては

を︑梁を︑我催をと云ふ風にしか考へられ

れるものとばかり︑自分達は此の際金儲け

ぬやうな行動の者もないではない︒これで

であらうか︑敵が撃滅出来るであらうか・

英露に済むであらうか︒七生報園が出来る

支那では一婚功成り蔵骨枯ると云ふが︑

皇軍は一婚蔑骨共に枯れ︑其所には各人の

ッッ島の婚士の玉砕の如きは善き鮪鑑であ

差別溌超え︑一死報園あるのみである︒ア

る︒銃後も之を手本にして進む外何物もあ

れるかであり︑死か生かであるのみ︒瞳︺

何等の私あるとと勿れ︒決戦は喰ふか喰は

るまい︒上も下も一死報国苦梁を共にし︑

て決して事維れるものではない︒魂の七生
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意なくして︑資賎なくして旧来ない︒吾等

しと言ひ得るや︑吾等銃後も喰ふか喰はる

園史三千年の上に見る忠誠なる武人の悲

果して生命を賭して居るや︑一死報国に完
るかである︒山本元帥を悼む今日︑元帥を

た︒吾等は聖代に生れ合ふ光築を得て︑現

しき最後其の一つは叉昭和聖代に数を婚し

ぬ︒裁に深く山本元帥を悼むと共に︑此の

貴に感激を深くした︒七百除年前の楠氏の

仰ぎ身を願みて更に決意を固くせねばなら
誓を以て英建に報ずるあらんのみ︒英頚搾

最後を讃んで悲憤する血は︑今此の身が直
る︒我が携兵二千数百の寡兵が祁力も識を

接に味って其の尊さを痛感するぱがりであ

り享け給はむことを︒謹んで記す︒

○霞アツツ島の皇軍

果てて玉砕した︒併し仇敵翠減に生き替り
死に替り鐸ちて止まぬ精祁を無窮に止め博

五月十二日濃霧を利し︑識て奪還を窺へ
る敵共約二蔑齢が︑皇軍二千数百名の約一

へ︲ての玉砕である︒忠誠心には又欣びの玉

報闘の第一篇である︒我等砧無窮の剛に民

砕か︒尊しとも徹しである︒されば玉砕し

ヶ年苦闘して善く死守せるアッッ島に上陸
したが︑之に謝し善職資に祁業とも言ふぺ

し︑或は悩ましつ堂けつつも︑限りある力

く︑涙ぐましき十八日間を戦って敵を撃退

〜

時

一
一
一
一

I

○貴族院勅語奉答丈

貴族院副議罫・時一臣佐々木Ｔ忠沌恐誠蝿謹テー

笑二徳八十二帝圃誌曾開院ノ雁典ヲ行ハセラレ優渥ナル勅語ヲ

叡聖文武天皇陛下二上奏ス

賜フ恭ク維ルー外椛ノ皇師︽蔑難ヲ排シテ随鹿二勇戦奮闘愈々共

ノ威武ヲ薮揚セリ而シテ大東亜ノ碓設日ヲ逐ヒテ韮ムヲ見ル尭二

今ャ時局洲一一重大ナリ

陛下ノ威徳二頼ルー非ラスムハ潟ソ是ノ如キヲ｜得ムャ然リト錐モ

鮎下深ク診念アラセラレ億兆一心全カヲ識シテ敵圃ノ非望ヲ破砕

臣民ノ忠誠勇武一一信椅シ速二征戦ノ目的ヲ達成セムコトヲ
期ス

朕ハ園務大臣二命シテ特二時局二鮒シ緊急ナル追加溌算案
︑

及法律案ヲ帝国議曾二提出セシム卿等克ク朕力意ヲ燈シ和

奉特ス

二重大ナルニ鑑ミ畢閣一罷愈々忠誠ヲ致シ奈力ヲ蓋シ沌二聖職ノ

陛下ノ稜威二頼ラスムハアラス臣等謹ミテ聖旨ヲ奉霞シ時局抑

功ヲ奏シ大二圃威ヲ中外二宣揚ス是レ蛎︑一一

涯ナル勅語ヲ賜フ臣等感激ノ至二勝ヘス今ャ皇軍勇武毎職偉

車駕親臨シテ鼓二第八十二回帝閣議含開院ノ盛式ヲ畢ケサ｜プレ径

恭シク雌ルー

○衆議院勅語奉答文

皇猷ヲ費褒セムコトヲ期ス匝行忠恐催ノ至二係ヘス識テ

叡旨ヲ素．鎧シ恨亜群議協賛／任ヲ蝿シ以テ

シ速二征戦ノ目的ヲ達成セムコト．ヲ萱ハセ給フ

股力外征ノ師ハ寓難ヲ排シテ随塵二勇戦奮闘愈時共ノ威武

聖慮ノ深遼ナル抑一一感椴二勝ヘス臆等識テ

盟ハ誌迂固キヲ加フ脹深ク之ヲ欣フ今ャ時局河一二里大ナリ

ヲ溌揚セリ而シテ大東亜ノ建設︑ヲ逐ヒテ雌ミ友邦トノ締

ク

股裁二帝副議脅開院ノ式ヲ行上貴族院及衆議院ノ器員二告

○第八十二臨時議含開院式︵六月十六日︶に賜はりし勅語

事

衷群議以テ協賛ノ征ヲ鳩サ〃︽コトヲ殿ム

− 1 4 −

時
事宜シク億兆一心全カヲ説シーア敵圃ノ非望ヲ破砕スヘシ股ハ

時

︑

んで世界を喫際正義の上に再建し人類共柴の理想を霊成するは責

る米英多年の侵略を排除し十億民生をして各今其の所を得しめ進

シ以一テ上

目的ヲ達成スルニ努メムコトヲ誓う臣等慎菰審議協賛ノ任ヲ完ウ

に皇国の使命なり︒

１１

︵右説明は永井柳太郎氏之に常り葛湯一致可決す︶

右決議す

魂に洲いむことを誓ふ

確立し以て叡恵礎安んじ奉り戦吸狩兵殉傾の撒志を貫徹し共の忠

蒜柳を凝楊し連かに曇戻非迩の敵米英を準推して大東亜共築胴を

を確信し此の際各職域に於て一惚剛民祁黙一隅勃喬たる敢闘の大

烈なる連績決戦の様祁を呈するに至れり︒否人は堅き維局の完勝

容を更め其の生産力を頼み蹴烈なる反攻を企間し今や戦局正に苛

だ曾て共の比を見ざる所なり︒然れども敵米英も亦漸く連敗の陣

完遂せざるべからず開戦以来皇筑烈奔の職統赫々の戦果は史上未

盟邦諸国との聯繋を緊職にし東西相扶け祁腫じ以て砿古の大業を

鑑み其の縄力を結集して戦争目的に迩弛し同時に益々凋伊を姑め

斯の雁史的菰大時期に際し帝聞は其の大東亜の地位と責任とに

陛下ノ隆恩一一膳へ奉り下国民ノ委託二酬イムコトヌ期ス衆議院議

曇臣岡田忠彦誠恐誠怪議ミテ奏ス．
○衆議院陸海婚兵に感謝決議

決談
時・米英準滅の聖職起りてより益に一年有牛︑忠誠勇武なる帝鯛陸
↑海軍は前古未御有の大戦果を収め︑東亜の天地を制雁して︑皇威
を四海に光畑す︑今や職局推展し敵の反攻織烈なるに方り︑我が
陸海軍は︑陸に海に空に︑勇戦奮闘︑毎に敵を蕊推し︑椎侭の祁

一群幽土の錨陣と相待ち祁臓じて縦然必勝の態勢を確立す︑是れ間・
より御稜威め下︑皇顛滞兵至誠諜忠の武軸に依るものにして︑

の連綴決戦に左るを念ひ︑園を翠げて奮然興起敢闘の熱火に撚

事粂剛民群しく・感謝感激措く能はざる所なり︒皇園の隆耕蕊って此

の談を致し
し︑
︑併
併せ
せて
て忠
忠肝
肝義
義膳
膳鬼
鬼祁
祁を
を突炎圭かしむる幾多嵩高なる職残
階兵の英蕊に封し厚く敬弔の枕溌表す︒
○策八十二議愈の衆議院決議︹六月十八日︶

蔑古不癖の皇献に迩由し八絃燭酵ゐ班震を具現して東邸に於肪

写
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︲え︑相結束して戦力の導韻に迩遥し以て天業の完遂に努めざるな
・し︒衆議院は特に院議を以て稲嗣陸海軍の律動に封じ︑深く感謝

一

×

山本元帥の英霊に額け！そしてアッッ島

！前線は一園の代表者だ！一家の主人だ！

線が喰はれのは等しく銃後の喰はれる事だ

るまい！手が足らぬ一方には手がアクピす

あっても道具が足らぬ︑設備がないでもあ

に力足らず︑やれ何と云ふが︑手惇ふ手が

︑︑︑

代表破れ主人負けては一国一家も蕊れるの

る所もある！

×

だ！代表を勝たすには国民一億一心全力の

﹁今の砦い者はなど申すまじ﹂とは山本元

へ！義務教育を経ったものは産業戦士卜蓋

帥の遺訓！畢徒を見ょ業を卒へたら皆戦線

×

尻押しだ！意累だ！心遁だ！
職はざるものに勝利なし︑勝利なき鴫の

忠報閑の至誠に燃ゆ！頼まるＬかな！老い

に柴光なし︑負けて洋鬼の支配を受けるこ
とを想像せよ！︲死して勝ち抜く無窮なる園

ての口より今や藷者の賞践頼まる！

日華闇係︑奮闘印諸島の政治開興と︑大東

る躍明！戦果に暇じた急速の竪明だ！更に

ビルマ洞立に次で比烏に年内凋立を典へ

Ｘ

家皇国民の築光を︑かく考へるならば誰か
今日私欲など持つぺきや！
第八十二議含開かる！東峰内閣の六回目

Ｘ

の議曾︑非常時だ官軍民一盤の賞を筆ぐる

×

英魂と心一つにならば・︑誰か我が利を︑

亜建設の資も大速度だ！

ものは報闘の至誠！

勅は不朽！永久に国民の血に宿って泣かす

机に玉砕の英魂に！一狩蔑骨共に枯れて共に

の

上によし！決戦だ！協力だ！一盟だ！総力

う膳立すべし︒勤勢奉仕したくとも膳に据

局も志を途げさすべく悉く何んとかなるや

施設だ︑指導だ︑その人だ！

だ︒何を差別しやう虫唯ほしいのは適術な

︑︑

出動であり︑一線より跨っては銃後の固民

の滞兵のそれの如きものを！前線も銃後の

には適切な施設と指導を要す！それは一線

剛民は悉く一・死報図の情に燃ゆ！只それ

×

あり︑極って結局は働き出すに至らしめよ

達！下情上通は理性ではなく感激のそれで

議︑口の議員も全幽行脚の決意だ︒上意下

決戦八十二議含の牧獲︑夜を撤するの群

×

名審を︑誇りを︑勝手を︑我侭を等々の臓

だ！而倒臭がらずに何度でも開脅すべきだ
●Ｕ○由

心を催さんや！お国のためには共生同死あ

塵るのみ！これぞ一億決戦下の園民の一筋心

×

職は唯天佑が垂れ︑唯無嬬にして勝つも

ゑられない！決戦下値かな一部が﹁草とり

塞忠奉園に燃ゆる皐徒の意気を見ては営

のではない︒不敗日本を今日あらしめ︑今

でもあるまい！手を貸す足を貸す力を心を

×

後あらしむるものは唯々一死報剛心の一結

貸すといふのに１大畢長曾議の空気を見よ

一■１●

集にあり！心なく我を頼むな︑敵を見縦る

●ロ１︒

な！勝負は至誠杢力よく敢闘するか否かに
決す！

×

農産君牧に手がない肥料が足らぬ︑輸送

、

×

喰ふか験はれるかは前線の事でない！前
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配の曾網期定回四十四第

日本 第四十四回定期綿曾の記
弘道倉

●Ⅱ︐Ｉ︲︲

げ

に第二回総含が開かれ︑爾来今日に及夢のであるが︑絃に回顧の

而して明治三十年四月一尋四︑五の三日間︑祁田一橋大畢講義室

ぴ︑頗る臨曾を極めたが︑これが資に我が縄曾の第一歩であった︒

情の赴くま上に錐一回常日の一端を偲墓ぺく協議題を掲げて見る

Ｏ第一日孟月二十三日︶
我が三千年率の肇園理想を貴現せんとする大目的賓現の下に︑

三︑勤侭を溌行ずるの方而如の何︒

画︑各地の順風を焔正するの方法如何ｃ

慰

二︑閣民の逝偲及び耽含の公徳を錐むるの方法如何︒

一︑弘溢愈が耽愈に亜きを焼すの方法如何︒

Ｔ〆﹂︑

惟堺に刑逝を以て数世紀間専横を檀にしたる人類の仇敵米英を撃
滅の大東亜戦争下焦二年目の本含津四十四回の定期穂愈は︑背葉
若葉清々しき初夏日和五月二十三日︵露四日幌︑︶午削十時牛よ
り本曾講堂にて曾告の如く開催された︒時は正に決戦態勢下で︑
亦自ら其の決意溢るるものあるは常然である︒

戦線も銃後も一死奉公の意気昂を時である︒本脅純愈の空熱にも

五︑祇愈の制裁を作るの方法如何︒

仏

垂

回顧すれば本愈縄曾も烏兎勿勿集四十四回を菰ぬるに至ったの

るの方法如何︒

六︑現今の徳育法は妖鮎なきか︑若し総霊獣ありとせば之を・改む

七︑小畢校の卒業生及び不就畢の少年は滑来剛民の大部分を占

であるが︑其の歴史は賞に我が明治教化史の内容を成すもので︑

が︑一服して笠に本含縄曾の歴史を辿るに︑明治三十二年の十月

彼を思ひ此を考へると感無量ならざるを得ない︒梢脱線ではある

むる者なり是等を導きて益々善に向ひ悪に速からしむるの方法

十︑土地の使笠により各支令の聯合頓を開くの可否及其の方法

法如何︒

九︑本含に功鍔ある人を待遇するの方法及功勢の度を量るの方

宜しとす︑べきに似たり︒共の可否及方法如何︒

八︑遡徳家は礎業家︑教育家︑政治家︑法律家と机提携するを

如何︒

十九日︑斯文畢曾の講義室に本韓臨時集曾が開催された時︑本愈
ｌ

と支曾．の連絡を密にし︑親睦を計る潟捗全闘縄柴倉と云ふものを

今後春季に於て開催しては如何との談が出で︑遂に之が含員の熱

意によって装芽したのであって︑斯くして之が隼一回は明治二
十八年五月三日︑四日︑五日の三日間︑京都府零桁師範曝校に於
て開かれるに至ったのである︒思へぱ資に四十有七年前のことに
閏する︒営日は全閏各支曾代表宥が文字通り参加して鯉百名に及

Ｉ
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記の愈維期定同!!十閥第

如ゞ何・

た︒本事業は毎年申上ぐる如く︑昭和十一年本含が創立六十周年

で︑爾来益に第八年目を迎へた課である︒行政随訓加を以て年々

五府螺宛を以てし︑本年は山口︑徳島︑愛鍵︑香川︑高知の五螺

を迎へた其の記念事業の一として始められ︑今日に及夢縫績事業

題であることは︑教化事業の重大性と我等の微力を恥づる切なる

であったが︑其の中香川︑商知の二螺は該術者なきため︑山口︑

十一︑此の後更に全閏集含を開くの可否及其の方法如何︒

ものがある︒蛙に回顧は吾々を縦推して止まず︒奮起の情を促

となった︒︵巻頭参照︶練過︑及び其の表彰肱をそれ入Ｉ贋江主事

徳島︑愛鰻の言牒知事の推薦による三名の燕行者藍表彰すること

竿々右の十一項目であったが︑今日其等の何れもが術亜大な問

す︒それ決戦下の現欣を忠ひ︑我先裁が努力の跡をも偲びて以て

より即讃する所あり︑堀川含長の税癖巻頭参照︶朗掴の後︑含長

我々の今後の菩ひ愈々間きを加ふるあらぱ︑回顧も亦決して無駄
ではあるまい︒否決して無駄にしてはならないであらう︒

より表彰状並に記念品の贈呈あり︑出席愈員の高齢者草間蝦吉君

稗行者は弛の溌践者であり︑通・を無言の裡に弘めつつある所の道︑

今

代って之を受領する所あり︒誠に堀川命長の祁緋にもあるが如く

回

それはそれとして先づ此の耐定刻午前十時半一同着席︑開曾の
唐江一三事．﹁本日は本愈第叫十四回の定期縄含を開催致しました

の木であり華でありそして閥喪でもある︒本含が弘めんとする道
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僻として庇江主事の挨拶があった・・

断︑御多用の所を多歎御来脅頂き盛大に開くことを得ましたのは

の責践宥が︑斯くの如く全鯉に豆って絶えざるは︑悶家の脇め誠

絡って次の行事たる本含役員及功勢考叩の詳高呪賀である︒本

感謝に荘へません︒さて本年の縄曾に就き先づ一言印上げたいこ

年該歯者は副曹長吉川龍次博士︑評議員深作安文博士の二人であ

に意を弧くする所であり︑欣幸とせざるを得ない次節である︒

した事で鵡一ります︒併し西村先生の法要及墓参は従来通り畢行致

曾貝の年祭を今回は廃し︑今後は特別の場合に畢行することに致

った︒代表して吉田副曾是に堀旧獅是より記念品の附呈があっ

とは︑年々此の総曾に暴行して参りました断の敵正副含褒及物故

します︑此の鮎御欺知を願ひ玄ずつ

に涛昌者の愈々齢を亜抵て鮭かなる人会の愈々多きを加ふるは︑

た︒仁宥は命褒し︑と云ふ古聖の言はげにも資塊して︑本曾員

後推に無言の教訓を垂れるものであごＬ・鯉撹に堪へない次俸で

それより紫川含計主任め司含にて宮城遥拝︑天照呈太祁未詳︑
獣藤を捧げ︾に︒特に本日は一昨享十一Ｍ催．大本誉より聯冷艦隊

職残者の英識に感謝し︑出征勝央の武運長久を耐るため一分間の

ある︒かくして鉄に総曾溌頭の儀式行事は悉く経了したので︑早

くも熱曾議事に移一金こととなった︒贋江主事より本年は午前中に

司令垂宮川本元帥の批烈なる戦死を遂げられた事が談表ぜられた
ので︑我々蝿民撃げて瀧憤哀悼禁ぜざる所の椴衷を表すべく︑山

総脅議事に入り毎午後は禽貝の意見誕表と誰波のみを以て変す溌

世

定であることの挨拶あり︑それより念員起立樫に堀旧含涯は誰ん

本元帥への欺蒋も同時にこれに加へて捧げた事であった︺

斯く剛民懐職を総るや願序に随ひ第八次善行者表彰式に移つ

ー

要弧の則讃︑更には堀田曾長の第四十四回定期純曾を開催に常り

で教育に鮒する勅語を奉譲され︑馴讃いて隣江主事より本含甲乙
時局認識及弘めんとする本曾の道を顔揚して念員の奮起を要望す
ぺく誌雷する所あり︒︵巻頭諒舌参照︶之に封して服部捨郎君は︑

かくてこれより昭和十七年度決算︑昭和十八年度諏算の報告で

厨じてないことを信じ誓ふものであります︒・

の効果を期せねばならぬ︒これ以外に我盈禽員の鰯すぺ桝一ことは

長閣下の御楯導の下に今後我々は一層全力を識し︑唯々逝徳振興

．奉じ滋を行ひ通を弘める職士として一死奉公あるのみである︒食

は資に京大である事を疑悟せねばならぬと信じます︒我々は通を

いものがあるのである︒之を思ひ彼を考へる時︑我々曾員の使命

めて居るのである︒然るに一般世間を顧みれば之に添はい篭だし

ある︒本含は古き歴史があり拭古不易の逆を奉じ︑之が普及に努

ば我々の言ふその一鮎とは何か︑之は蜜に鯛民遁徳の擬輿これで

一鮎に粂力を集中して悪推せねばならぬのではあ番まいか︒然ら

れには如価にしたらよいか︒恩ふにそ軸には兆・つ一番大切な事の

し︑以て大東亜共築間の雄設を期せねばなりませんが︑然らばた

深刻なる時局でありまし７︑吾々圃民は金力を捧げて敵を華推

衷を述今へ御訓示に特へたいルー恩ひます︒今日は申す迄・Ｌなく誠に

次隼であります︒鼓に併越ながら曾員一同を代表しまして肌か微

りは我冬愈員に謝して懇篤なる誘肯を賜はり誠に感激に堪へない

服部捨郎君︒本日第四十四回本智定期線含を淵催され︑曹長よ

述黙る所があった︒

出席愈員一同を代表して堀田含蛙の諒告を燈して左の如く答鮮琶

記の曾総期定回四十四第

あった︒終るや左の如く念員岸田三治君より希望の開陳があっ

ある︒蹟江︑主事より其の概略を謎明し︑愈員の理解に菱する所が

崖国一二治君︒永識算は斯く既に成立したものであるから︑敢て

た︒・

とれにつき彼此申すのではなく︑私の巾逃言へまず事は唯一愈員と

しての希望でおりますが︑唯今庇江︑王事より御報告のあった識算

披碓我が共に前年度と大差がな＄恩

ふに今日は本脅の活動を燈も必喪とされて居る時である︒逆を弘

を見喪すと︑念裂及び宜蝋

むる・のは先づ愈員を一人でも多くすることでなければならない
が︑それに開飲る念讃や樗風偲殺の頚が現肱維持であるのは物足ら︑

９

なく恩ふ︒どらか狩来はちつと積極的な熱意を塊はす方針で撫算一

を編成して頂きたいと云︑ふ希望を巾上げます︒

る潅叡唯一︾︾子畔訓岬函鋤他串癖詐銅鉱確妙幽露蜘咋鯉鋤鍛蝋赤︾唾一

今日︾の時局下に於て︑宜惇縦張我を増し︑命奴の増加を計るルー一満て

も︑満々と困難があり︑よし又表．面にそれが塊はれても︑衰際の

内容は之に作はぬやら左事も出来る有様もあるのであ一りますが︑

御意見の所はとくと承って善虚致すことに致しませら︒

他には別に質疑表も茄いので︑贋江︑王事は次壷昨年度の事業報

心さの雛りより積棚的に力弧く︑此の或大時局下に弘道の戦士た

併穿最す所があった︒誠に熱心なる愈員諸瀦よりしては︑その熱

れとは︑恐らくは等しく心に燃ゆる所であらうと恩ふ︒符事者と

のであるが︑錐りにも時局は大きく︑我々の活動もとも一ｑれぱ塵

しても勿諭時局を考へ︑其の使命を派感し一Ｌ微力を致しては居る・
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縮され勝ちであり︑其の微力を恥ぢて居る次第である︒鞭推と協
力を切望して止まない次第である︒斯くして滞りなく溌定の午前
中の行事を果したので︑一同表玄開にて記念の撮影をなし︑中食
に入る︒本含用意排営︑之は粗排ながら此の京大時局下とて満足
されつつ謹食を共にし︑一時間の休憩に入った︒戦時下の緊張し
た静かさ︑山本元帥の英鍵を東京脚に迎へる此の日の沈痛さ︑文
字通り青葉若葉に匂ふ長閑なる初夏わ日和が移って行く︒

午後一時牛塞食に腹を作って意気を新にして再曾︑先づ麿江主
事の挨拶あり︒

唐江孟事︒これより曾員の意見溌表念に致し堕す︒本日の主題
は掲げました如く︑﹃大東亜戦下思想戦完勝ニッキ留意スペキ事
であるが︑之に開聯して錘涜職︑思想戦の如きも武力戦と切って

項﹄と致しました︒固より今日の大東亜戦争に武力戦は最も大切
も切れぬ閉係があり︑決して砿耐出来ないことは謂ふ迄もない︒
併し我々曾員としては其等の何れにも閥係しなければならぬが︑

其の主力を専ら思想戦に注ぐべきものであらうかと思ひますの
で︑此の主題を以てした次第であります︒恩ふに此の思想戦には
内外の雨方面がある︒例へぱ戦争が長期Ｅ旦訂と或は反戦思想と
か厭戦思想とか云ふ如きものも生じ易いものである︒素より我が
日本帝閏には斯の如きはあるべきではないが︑．兎もすれば此の如

き人情の弊に便乗して不遥思想の徒が活躍しないとも保護は出来
ないので︑寓全の上にも充分齢戒すると共に︑吾々は筒乎として

惟祁の大道に基き此の如き反幽家的思想の絶滅を期すぺきであ
る︒之は劉内問題であが︑又劉外の方面を考へれば︑敵園不遥分

子が所有手を鑑して銃後の我が罰民思想を擬胤し︑以て戦争を有

を克服せねばならぬ︒更に簾三として考へることは︑以上の如き

利に導かんとする恐れもなしとしない︒吾々は斯る反画家的思想

消極的防禦的でなく進んで積純的な方面がある︒乃ち我今は今日

国運を鮒して八融嬬字に基き大東亜共築燭の建設に通池して居る

のであるが︑敵陶米英等は表面民主々義擁護等と云ふ宥板を掲げ

て︑其の責は侵略搾取主義に基く世界制覇を目的とし︑我々の

八紘篤字とは反識な立場にあるのであるから︑飽迄も吾々は彼等

と戦って之を墾擢し︑皇道を宣布し︑世界楽土の資現を期し東亜

共柴圏確立に通推せねばならぬ︒そして之は洞り我々のみの問題

でなくよろしく他図にも働きかけて相共に勘まし祁替め合って其

の資を翠げねばならぬと恩ひます︒故に籾か主題提出の所以を述
べ御挨拶と致します︒

︵堀田酋長議長席につく︶

湧田五郎君︒御提出の主題は談に時機に通した問題であると思

ひます︒大東亜戦争前迄は米英思想に細されて居た者も少くな

く︑到底米英には敵し得芯いと考へて居た者も可成あった程であ

に畢げたといふのは米英を高く評慨した奴等は︑物と物との戦争

る︒然るに賓際大燕亜戦争となるや︑斯の如き赫々たる戦果を既

槻にあったのであるが︑此の大東亜戦争は黄はさうではなく︑米

英の物と日本の締榊の力と立向って日本精祁が勝ったのである︒

が責に思想職に於て勝ったと一云ふととも出来ると思ふのでありま

飛行機も潜水艦も其れを動かす人の力であって︑即ち之は又皇軍

す︒日本弘遁含はともすれば世間から保守的に考へられ勝ちであ
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るが︑決してさらではなく︑糠極的に造を弘めて行くといふ老へ

宇の大東亜共築閤は成立しなかったからである︒今日の支那事渥

戦争にぱ勝ったが建設は必ずしも牌利ではなかった︒乃ち八紘一

ではあるまいか︒職勝って図亡罫と云ふ誌があるが︑彼のフラン

大東亜戦争の勃謹を除儀なくされたのはそれを有癖に物語るもの

で創立されたものであるから︑本来の使命は賞に積極的減動にあ
るのである︒抑々天製無窮の祁勅︑或は祁武天皇悪都の詔等︑此

業亡津感がないではない︒支那に勝って支那に於ける事業は亡び

とＬより日本の法理を確立したいと考へて居る︒そして那愈花義

等は何れも法の理念である︒されば我々法律方面に鮒係する者は

彼等に遂に馬鹿にされる結果となったからである︒今回の大東亜

の渦逸の膝下に服した如き正しくそれである︑日本は雌勝って事

そのものの働きを研究すると云ふ風にするのである︒然るに今日

居るのである︒又純涜で鴫西洋風な慾望の浦足を根本とせず︑物

戦争にも世界無比の戦果を理げても︑後に来るべき東亜共柴圏建

エの如き確に欧洲鐸一次職に獅逸を川服させたが︑遂に今日は共

でも術剛内に米英思想の残糟の抜けきらぬ者も可成あるのではあ

設に負けてはならぬ︒日本は永久に噸みになる園だとさせ︑日本的
な正しい思想を彼等に注入し︑愈敬と信頼を一身に集めねば共架

間難設の階来には愛ふぺきものがある︒日本人は親切味もない︑
遺憾心も低い︑永久に頗る閏ではないと恩はせたら大愛であるが
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の籾念︑之は一に園民遊徳であらねばならぬと云ふ態度でやって

るまいか︒我々は飽迄も米英的なものを畢問の上に吟打破して行

東亜共柴醐の建設も亦新らしい遺徳理念の確立である︒我園は今

得るかどうか疑なきを得ない︒日本怖祁は軍なる理窟ではない︑

従来の日本人では果して彼等の中の有識者には維鋤の信噸を持ち

旅文して此の大戦が八絃一宇の理念に基くことを知らしめねばな

性格も並び餓敬さるるに至らねばならぬ︒箪敬されずしては到底

園民の締祁も身魁も一致して其の理想に至らねばならぬ︒品性も

謂導者とはなり得ないからである︒今日大戦争下とて圃民は多事

らぬ︒本曾も一つ此︑の際種種的な態度で道義の昂揚に乗り出さね

荒川五郎君︒東亜共莱圏の建設と云ふととは︑之は戦争ではな

に至る日本人となり日本人を作り上げる事を心掛けねばならぬ︒

多忙の日を送って居ることではあるが︑何所迄唱其の錬敬さるる

然るに砺車．汽車の中で︑街遺での諸行潟にしても此のま入では

い︒戦争は茨の道︑障害物を切り開いてゆくもので建設とは反封
いのであるが﹃戦は他迄も建設そのものではないのである︒然る

る︒よろしく一大反省を必要とするのではあるまいか︒徒に職争下

未だ餓敬さるべき指導考に値しないもののあるを感ずるのであ

軍人にのみ頼ってゐて︑我々は難設に泰索であってはならぬ︒全図

にともすれば世間には︑戦争に勝てばそれで大東亜共柴岡の建設
ばならぬ︒我圃は曾て日清︑日露雨戦役に大勝利を遂げた︒併し

は出来るのだと考へて居る者が多い︑誤れるも甚だしいと言はね

な一つの破壊事業である︒併し此の破壊なくしては建設は出来な

ばならぬと老へます︒

や支那に鴫印度に鴫思想戦をやって居るが︑他迄も新道徳理念を

入又武力職に於ても清々と新らしい戦争槻を確立して居るが︑大

かねばならぬと思ふ︒ｆ参
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民は思想職の上に単なる理論でなく資際問題として虞刺であられ

﹃
一

に喚起登ればならぬ時であると思ふ︒敵米英は日本に彼等の思想

り︑容勤ならぬ州題である︒私等もこれまで入墜に畢科試験暖止

これは入墜試聴制度が改雲らねば悉くは解決し得ない事でもあ

河東田減美君︒昨今教満券の腐敗は最も笹しいものがある︑

いと思ひます︒

を撒布してゐたが︑日本人は淡しい哉我・閏の蔑古不易な思想を彼

らんや従凍の制度の時以上の新しい弊が油いて来る︒斯くすれば

を叫んで来た帝であるが︑さて今日それが資現して見るＬ︸︑鐙固

ば海らぬ︒本含の如き全蹴的に今こそ積極的に閣民の注意を大い

れ一ない憾みがある︒胆へぱ愛図の至情に荘へない︒⁝：︒最後に

等に植付けては居なかったこととて︑思想職で彼等と正攻法はと

たならばよいのでお一らうか︒今日錬成が流行して居るが︑″何庭ま

かう︑さすればそれと新しい抜道を老へる︒これでは一鴨どらし

でこれ忠置剣に行はれ一Ｌ居るのであらうか︒自然と生命懸けの錬

私は本含が日頃の至情産して東京市の桝城外苑漣備事業に封し汗
其所に興剣さを見せて︑其の意莱そめま上に道を弘められたいこ

の奉仕を捧げられたいことを提議する︒此の汗の奉仕をやられ︑

成が初き出す様にならぬぱ錬成路駄目であらうと思ふ︒︐今や我々

此の時堀隅談握は吉田副含逓と災代す︒

に向ふことば意味をなさない︒本脅としても此の問題をして閏民

各自は脚身眼を内に向けて︑先づ自分自らが清くならずしては他

ルーを切望して止まぬ満であります︒

度中宗太郎君︒荒川さんの御意見誠に紡梼に非隠した︒雛．
て︐
４

く一屑の御努力を願ひたいと恩ふ︒各脚の内から瀞められずして

内部の瀞化にありとして︑我今含貝を先づ清めることより始むく

幾程教育の制度や規則を作り鐙へて見ても無意味である︒然らば

事は商遠な理想だけでは駄Ⅱであって︑理想は時に空想のことも
でなければ何んにもならないと思ひます︒冠車や汽車の内でも或

だうしたら各自の内がよく深められるか︑此の根本問題こそ切に

あるから︑今日の理論は明日は戒ちに賞行する︑黄行し得ること
は街頭でも一畢一動悉く我々弘道含員は国民中の摸範たるべく努

御教示抑摘導を願ひたいものだと恩ふのでありますし

持油ゑい子君︒開戦以来幾多の立汲な砿人が出られたが︑其の

め︑更に其の掃導賞践者を以て自ら任ぜねばならぬ︒常に本含飼
は魯員徽享を偲川し︑此の徽章の而目にかけても造のため破邪瓢
正の責を示し︑祇曾制裁を作るに力あらしむる原動力たらしめね

を・有って届らるること︑この事は決し︸

何れの方々の偲記などを奔見しても・共の何れの人も皆立涯た母

甥がある如き︑誠に歎かはしい次第であります︒本曾は何として

同情すべき黙もないではないが︑最も利聖なるべき教育堤に闇行

算的な彼等のことであり︑或は食はんが鰯めの窮策としては一面

の女性として母としての勤めを︑知識ではなく賓際に黙々と日本

必ずしも今日の立派な教育を受け一Ｌ居る人々ではな曙だが佃本

ならぬと信じます︑その立汲な人々を育んだ断の立派な母親達は︑

す︒恩ふに今日こそ正しく凋本の女性が虞の日本人に減戻らねば

一見逃せない一事であり堂

ばならぬと思ふ・・今日商人に闇取引が縦行して居るが︐何事も打

・も柾曾榊式を作る根本の力となり︑本禽の擬威を現は︲こし賞ひた

一可
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であらうと思ひます︒我々は明流の教育を受けさぜて頂いた者で

て不知不識の裡に立派な日本人遁作り︑立祇善パ︾雌たらしめたもの

的空蕪の中に多年鋤み︑身につけて＊られたのであって︑斯くし

爽等何かあらんと確信するものであります︒

は風にＨ本の婦人に日本的のものを仕込むことが出来れば︑敵米

とき︑此等の人々に此の言葉を以てしたいと申されたと言ふ︒私

ないが︑獅迎遥職々と陰に隠れて努力して居る立派な母達を忠ふ

昭和の教育を受けた人々には唯米英的なものがあるのみで︑日

く染哀ない瞳のｎ本的なものである︒厭米の種々の思想が這入り︲

要領を居常坐凱の喪典としてゐる者である︒これは欧米思想に全

印刷物を作って参ったが︑一言補足させて噸きます︶私は木曾の

岸出三治君︒︵私は今日の主題に封する愚見を申上げる代りに

あるが︑其の後の大正︑昭和の女子教育を受けた人々雛は︑我々

本的博統のものを少しも有って畷らないといふことこれ壱ありま

弛んでからは︐日本の姿は段々汚されて来たのである︒今こそ古

と総てが相違して居ることが驚くばかりであります︒それは大正︑

て悔いないこと︑夫をして外に充分活蹄させるに不安なく内を雛

・典を麓重すべき時である︒彼のドイツは第一次世界戦争に戦争に

す︒由来Ｈ本婦人の日本的なものは︑子や夫の蝿めには一〃を捧げ

へる︑子の脇めには観牲に喜んでなると云ふ奉仕の生活を禅んで

る︒誰人も今日脚己反省をせねばならぬ︒私は先般旅行して感じ

た事であるが︑陵烏蛎で或る農家の七十有除の一老夫婦が九人の

勝ちながら思想職で途に敗れて了った︒思想戦は誠に事正大であ

子を育てながら農業に歎々と勘んで居るのであるが︑頻りに他の

使命とする︒これは知識のあるなしでなく日本婦人猟特のもので

いのであります︒如何なる人も母なき人はない︒その母が庭の日

的なものを捨てて得々と英米風をやって居る有様は寒心に堪へな

有利な仕事を以て誘ふ者があるのに︑﹁損得の問題ではない︑図

あるのに︑今日立派な教育を受けながら若い人々達は平鋪で日本

本的なもの︑日本の道徳を知らず︑行はずしては瞳の日本人を育

と老齢を鞭うって精鋤して居ることを伺って大争に感激した︒願

家の此の非常時に我々は農業の天職を以て奉仕あるのみなのだ﹂

︐みて我々は及ばざること千歩寓歩と恥かしぐ思ふ者である︒さし

て上げることは恩ひもよらない事である︒所で今日その嵐の日本
ものが喪くなって了ったのではなく︑まだ遣って居る︒これを次

的なものを該こし呉れる者がない︒併し今日と雌も金く日本的な

毎下がるばかりです︒我々圃民悉くは本含要領の一つ

一つをよく愛行してｎ分を築くことが川来れば︑他の一切は自ら

には頭が唯

たる教育も受けず知識もない農氏諸討が斯く滅私奉公の賞践垂範

やらになったのは誠に遺憾さある︒と入に日本的婦人の教育が絶

であらる上．此の如き人々の集りに列する事を得て深く光莱とす

長井毒瀧君・本偲曾御来雁の諦荊はそれ人︑の方面で皆指導者

成り︑世の憂ふべき事は自然と解消するであらうと信じます︒

を仕込むのが我家族制度であるが︑哀しい哉今日は親子別脈する
えるのである︒愛の日本雑祁を叩き込むことこそ今日鰻も璽大で
あるＵ曾一︐一友人から聴いた耐に︑或時獅迩でヒットラー惚統を献

迎して講僻を呈した時︑総統は自分はそんな識僻に値する者では
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鰯々と若い蒜に教へ・導いて呉れる券は誰かといへぱ慰姑で︑之が嫁
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／

』
『

々含員は唯積極的であるのみである︒此の際消極的である事は誠

る器であります︒先程率から積極的にやらねばならぬとの御意見

ばならぬ︒叉私はよく思ふのであるが︑今日アパートなどに住む

内同志でも共栄問内同志でも此の事に就いて日本人は鈴程考へね

忘れはしないのである︒されば一度郷つたら事は総りである︒園

をずる者が乏しい︒どうも卿々と移り住む人々には愛郷心はない

入舎は︑隣組などの夜番でも溝掃除にしても心からなる協力奉仕

が皆さんからありましたが︑此の非常時局に亜大な使命を有つ我
に許されぬと恩ひます︒我々は一意挺身奉公せねば園家に封して

ことを考へて賞はねばいけないと恩ふ︒土着安住する心なくして

やらである︒そこで閏家は何んとかして圃民に定住の家を輿へる

も祁洲まい︑我々韓員は或は従来は汗を流して肉賎を以てする御
奉公は考へて居らなかったかも知れぬ︒併し此の非常時には前線

唯聴々とする莱持で共の日︐ｆ︑を老へるのみの鍾活といふものは

勝士が生命を捧げて身を以ての御奉公をされて居るに於ては︑銃
後の我をも共に身を以て御奉公せずして何と致しませう︒先程荒

つことで︑と上から図民的責任感吃生ずるのである叉役人達も責

誠に困ったもので︑十年︑二十年の後を慮る生活は︑安定感を持

︑

川さんの御提議の宮城外苑整術に汗の奉仕大いにやるぺしと思ひ

般に今日識者が考へて居る事は︑日渦側の恩想と︑所訓聯合閣側

松井茂君ｕ思想問題は誠に庇く皿っ限りない問題であるが︑一

責任なども文字通り責を負ふやらにならねげならぬと恩ひます︒

今日の世の中の事は瞳に責任がとられては屑らない︒どうか此の

々であっても債務の責任を果す者は殆どない現状である︒斯様に

居る︑又私は瞳々調停事件等に地携はって居るが︑祁常の顔の人

任をとるといへぼ唯僻職するだけで頚は洲む渚とし賞際洲しても

ます︒日本弘道含の旗の下に皆集れ！と叫ばざるを得ない者であ
ります︒

吉田議長︒荒川さんの御提議にょ一︒本含員の宮城外苑蕊理に勤

で︑何れ役員に於て協議し︑何とか皆さんの意のある虎を資現さ

勢奉仕の事は︑皆さんからも大分御賛成の御意見も何ひましたの
すべく努力致したいと恩ひます︒御諒永を願ひます︒

折しも午後二時四十三分山本元帥の識骨が東京騨着の時刻であ
る︒一同獣祷を捧げた︒

ではないのである︒例へぱ曾て大瀧省︑外務省の類焼した吟の如

ても所有手を識して人心の虚に乗じて獄徳するの雫﹀︑漆して簡単

き︒スパイの謀略だといふデマが激りに飛んだものであって︑こ

の思想との劉立解決にあるやらであるが︑彼等敵幽は汽博といっ

る︒これは誠に困ったものである︒今日のアリウシャンの激戦︑

太田秀穏君︒職は勝たればならぬ︑我々は必ずや勝つであら

或は山本元帥の州烈な戦死等々を伺っては︑職時下園一民が少しで

は無開心で居るのである︒防諜事業は獅迦とロシヤが一恭推んで

んな方面にも淵係して居るのであるが︑日本人は一向にこんな事

う︒併し勝つ我が図民は兎もすれば面ぐ威張りたがる傾きがあ

もより腫刺になって︑此の大戦争が進められるやら願ってやまな

居て︑潤逸は所謂第五列がガッチリと鋤堕し居るし︑ロシヤはゲ

い︒何としても剛民は反省して各自を立派にせねばならぬ︒郷つ
た者は或は時に忘れもしやら︒併し一方の郷られたものは決して

−−24−

、

記の曾総期定回四十四第

〆

記の曾偲期定回四十四第

て興南錬成院長に親任され︑多忙な日々を過ごされ︑商方共築圏

指導者の養成に鐙力して届らるるのであるｃ此の黙より﹁大塩亜

長其の他に歴任された今日七十有除歳の高齢とも見えぬ鍵操振に

指導の理念﹂と題して御高説を氷はることを得たのは︑木曾の誠

１ペーウーがある︒ロシヤは曾て防諜方面を治安省と云ふものに
々やって居る︒英米も中々シッカリとやって居て敵ながら天晴れ

して見たが︑これは旨くゆかないで叉内務省の一部にしたが︑︲中

である︒彼等は敗戦に敗戦を頬けつ上も最後の勝利を飽迄も信じ

に光柴にして欣幸とする所である︒

本人は個々としては立汲で枇界の何虚にも負けないが︑大勢が一

らぬ︒又今月の弘通含の座談含に皆さんも語られて居るやらに日

錬成せれはならぬが︑錬成も属にシッヵリした錬成でなくてはな

附物であるから︑日本人は蝕程シッカリせねばならぬ︒これには

等と相趣するか︑我等の脇す所は彼竿を救ひ彼等に典へるにあっ

以て説明し＄これに剥して我が帝剛の八紘一宇の結祁が如何に彼

何れも園を取ることであり︑物を搾ることであった所以を資例を

米人の亜細亜侵略の雁史より説き起し︑彼等の亜細亜との交渉は

元莱で熱意を以て説かるるとと約一昨間半に及罫︒坤士は先づ欧

素より共の内容を鼓に詳報する事は出来ないが︑博士は畑る御

て居る如きは見逃すべきでない︒思想問題には表裏があり積極︑

致して事をやる場合にはなって居ない憾みがある︒西村先生は何

理念の問題に入り︑其の鋤策︑其の手段方法詮項目に分頗して説

たことを歴史的に考察され︑更に薮展して本論たる大東亜捕導の

消極の別がある︒元来空製の時などは最も流言輩語といふものが

事も資践期行で範を示されたものだ︑誠に堅ばればならぬ所であ

明し︑大東亜指導者たるぺき我が図民の今後・の深き心構へにつき

るる所あり︑︲其の詫一く所挫富な具徽的引例を以てし︑興深を中に

注意を喚起し︑指導者に足るべき圃民としての修養努力を要望さ

聴者に深き感動を輿へらるる所があった︒かくて午後四時半有意

義に第一日の日程を経了した︒緊張の持績裡に盛浬山の行事を溌

定通り維了．併し一同疲れも見せず散曾した事である︒

○第二日︵五月二十四日︶

此の日の諜定は︑例により先づ護園の英霊に封し幽民として感

一一一25−−−

ら

る︒又婦人問題︑青年問題も今日重大である︒山本聯合艦隊司令
長官の戦死された事は誠に生きた我々の教訓である︒

吉田錘長︒大鍵に御熱心な御意見を皆さんから何ひまして︑有
意義な意見護表含であった事は感謝に堪へません︒猫何ひたいの
ですが︑次の行事たる講演曾の時間になりましたので︑之を以て
讃いて荒川五郎君は︑宮城外苑の整備奉仕につき︑細目事項の

維了と致します︒
注意を述募る所があった︒

議定の午後三時講演倉の時間となった︒先づ腐江主事より講演
含開曾の挨拶及び此の日の講師文殿博士幣原坦氏を紹介する所あ

る︒識告通り靖園刺戯訓域内大村盆次郎銅像前に午前八時半集

〆

謝の微衷を捧げん焼め︑埼園祁枇の参拝である︒朝来薄曇りであ
◆

手

り︑御永知の如く幣原丈畢博士は︑幣原男爵の令兄であって︑東亜

／

民族史の擢威者であり︑曾ては文部省圃書局長︑蕊北帝園大畢縄
〆
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之に和して心からなる謁奔をした︒西行法師ならねど︑何事かは

葉隅東部支禽差菅佐原源治郎氏が代表して参殿玉部を捧げ︑一向

合︑打揃って拝殿前に参じ︑贋江主事微慈にて峡蛎せる鰯め︑千

勲章拝受帝を州したのもそれを有排に物読つ一﹂勝る︒屋上の一般

賓振肱驚くべきもので︑本年鈴木卿士︑湯川博士卿氏の縦く文化

が頗る多く︑秘密特許さへ一工︲件に及夢と︒此の溌展徒．此の充

研究所の内容︑研究室の研究内容を講師より聴く．我今．門外漢た

雑物を中心の説明丁へ︑聡て準怖成る講堂に招かれて︑其の理化畢

るものち︑日本の理科感の現状︑其の人類への賛益︑珠に大束亜

ては凶ら涙の溢るるを禁じ得な児雑冒し蔵ちに次の溌定は陸恥
湘院の慰問であるが︑理化畢研究所の見皐の時間既に切迫とて︑

て勝るそれは︑砿に節一線婚兵のそれで︑過般も多敷の蟻牝者を出

戦鋸俸一線に敵米英を率辞しつつある偉大な研究に︑研究奉園し

知らねど此の大非常時下︑圃民の一人として靖蝋の霊前に参拝し

化畢研究所にと向った︒

の馬め大いに人意を弧くすると共に愈曇科摩の必要︑今後特に世

したといふ︒今更の如く唯感激あるのみ︒それと同時に科畢日本

澄憾ながら代表の慰問を中止して他日を期し︑本郷砺寓士前の理
係員より講堂の準備成るまでの間を先づ屋上にて構内雄物を中

めねばならぬ︒と云ふ事を浦感し雫た次第である︒見畢の部門は飛

界無比のＨ本粘澗の城賛し﹂併行して科挙も仙界に誇るものたらし

説明して頂き其の一砿を諒承した事である︒乃ち赤外線感光色素

して化畢方面は見畢は出来憩いが︑臓順化畢其の他の研究内容を

件︑これよりの牧入年三百六十繭目︑これが研究所︹喪川に衝て

要素の合成酒が︑米の酒に劣らぬ風味を右するものとな為独の刺．

のものと如何に洲通して立派なものであるか︑二十像秘の科睡的

入では所謂理研酒の生一本を各側碩・いて之を試飲し︾︑其の市勘
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心に研究脈況の概略の説明を聴く︒今日大東亜麟争下に於て︑
を注ぐべく圏家も方針を決めた程で︑閣民の理科肇への自畳喚

科畢の必要峠に切なるものがあり︑今後の教育は理科壁に粂力

の研究︑ビタミン︑人造肉︿石炭の液化等々が晦用化畢方面の壷

へ第一露二︑第一己光弾性研究室︑液幾空気︑合成酒等に止まる︒而

比より科畢日本の花は其の大牛が咲き出てゐるのである︒園民は

今日︑此の理化畢研究所こそ︑私立ながら日本唯一のもので︑こ

表を許された重なるものである︒約三十分で講堂の説朋を打切り︲

事上の秘密の黙から鵜しく狭められ︑科畢機械︑字Ｗ線︑原子核

之を理解して其の努力に感謝せねばならぬ︒此の一研究所は大正七

それより宮地見畢である・・我々非科挙人には只驚くばかり︑唯概

起を促すの今︑我令が理化畢研究所の見畢は︑頗る時宜を得たこ

年の創立で︑歳月を鯉過すること二・十有六年︑其の初期は緒祁病

論的に理解するのみで︑時には夢の惟界に遊夢が如く︑或は又現

とであり︑又銃後脚民のこの責務でもあるｕ科畢日本を説かれる

院の一隅に同届生渦で始めたものであり︑次で大震災にて数年挫

寅の偉大さに驚くばかりである︒最後に合成酒の部を見畢し︑ご

られるのてある︒而して縄財産は二千三百鈴繭倒であると云ふ︒

〃

千坪︑研究室四百五十有齢・各園より受けたる狩許千二百八十一

折したので︑賞際は二十年の践年であると云ふが︑今刷は一戯五

共の勝許中大東亜戦争の一線に活躍し難事に役立って居るもの

〆
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畢力を味はつた事である︒・職時下配給の酒を︑自由に頂いて︑各

自白選ホロ群機嫌の菜まづさを思ひつつも．亜々御厚意を感謝し

て理化畢研究脈を僻したのであった︒時は既に正午を過ぎてゐ
たＪ

それより一同理研酒の御馳走に粕ホテる身を︑薄曇る初夏の清
々しい微風に吹かれつつ︑午後の行事たる本郷養源寺の西村曾祇

Ｉ︻

一閏民としてのお役も果す．と坐に新畔代の使命があるのではあ

るまいか︑・等々と今日の非常時下俗塵を柳つた山誰伽道場にあっ

て我々は痛切に恩はせられることである︒西村脅祁は日露の役を

前にして明治三十五年八月十八日蕊去されたのである・から︑本年

は正に四士一年の幾月を純過した課である︒約三十分僅旦る讃継

の音も寺院外の雨の一音と入雑り︑或は伴奏にも似て妙唯を添へる

かに参集の人々の心を打ち胸にせまる︑それは含祁を総び︑枇愛

毛

の墓参法要に参加すべく︲︑約二十分程の道を冠車を利畑遊ずに図

一讃経を経へて吉田副含鎚以下含員順次に焼香

事は感謝に堪へません︑これより例によって傍さんから曾祁の辿

諜だの策Ⅲ十四河の綿徳の行事も盛魯に終Ｔすることが出来ます

﹁昨日にⅥ綴を御多朋の鹿を本日も多数御出席頂雷まし一Ｌ御蔭奄

蝶ひ︑恩ひを走らせて含祁を通懐することにした・先づ鹿江主事は

それより一同は奥書院に引返し︑暫時を心静かにも念員一同打

を誓った次第である︒

御加誰を糞ひ︑御通志を奉じて微力に鞭打ち一意懇池するの決意

心から第四十四回の定期総曾の報告と︑重大時局に教化職完勝に

を済して法要を果し︑雨の中を一同曾祇西村先生の墓前に詣壷﹂︑

と識をない︒やが一

に感を走らせ︑今日の非常時に心を固くする等曇それよりそれへ

城支曾より参加の草間豊吉翁なども︑アルコールの力を加へて若
い者を凌ぐ程の元気である︒理研酒の効能も偉大なりと一写ふくし
奥！かくして零時半近くに︑一養源寺に辿りつき︑一同本曾用意の
昨日の線曾が鮭りにもよき日和の後とて︑軸照り疲れ無味か︑

舞食を癖って休憩︑午後二時からの法要の時を待ったのである︒

のに︑午後に這入っては遂に雨となった︒﹁大粒に小粒に雨や秋

今日は朝来郡曇りではあったが︑雨天となる程にも考へなかった

の春雨に雑はるに夏に近琶を恩はせる大粒の塊ましい雨脚︑静縦

近し﹂との名句があるが︑初秋と初夏は州似たるが如く︑蝿る程
な寺院を焼る蕪を破ってその晋も繁く高をを加へて来た︒定刻二
時法要に入る︒聞く常寺の僧正の子息も三人迄も出征されたが︑

願ひ致します﹂との挨拶あり︒見渡した断︑含祁西村先生蕊去後

懐談を氷はり︑以て辿憾の誠を捧げたいと恩ひます︑よろしく御〃

四十二年の歳月が流れて届る今日とて︑親して含祁の薫陶を受け

法嗣は先般蹄還されたとの事︑賜民皆兵の今日だ︑大君の御柵は
く非常時には御栃の一役を果されるのであ一る︒譜ふ迄もなく宗教

往古の如く士の専有ではなく︑人生沸度に任ずる僧禍達も此の如

︑

祁鮮世の詩の一節の如く﹁常身を以て常事に鹿すことだ︑明鏡

ること特に感深いものがある︒正に世は無常で︽垂るとｒ冬か︒曾

或は交渉のあった人々が追々と乏しくなり︑時代の推移を患はせ

は徒に未来にのみ捕はるべき壱なく︑缶法界にのみ使命を有っ者で

もなく︑現世の救済に力を注ぐべきであり︑其れと同時に時には
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策に態じた徒歩錬成とばかり歩くことにした︒八十一翁の茨城結

必
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記の含縄期定回四十四津

止水の悟を開くべきではあるが︑さはさりながら吾今俗人のこと︑
らたＬ無量の瞳なきを得ない︒さて追懐談に入る︒

／

かと待ちに待って待ち草臥れつ入逢にトップリと日も暮れて了っ

たのであったが︑夜になってやっと御見えになった︒聞けば笹子

たが御見えがない︑不審に思って此方は幾人をか先方ま子︾走らせ

で馬車に故障が出来たとのことで︑先生は幸にも御無事であられ

加賀葵国光君︒︵山梨︶西村先生常時はよく集含を華族の邸宅
で御開きになられたものである︒そして先生は何時も質素を旨と

ったといふ︒其の御難儀には全く恐縮した事であった︒そして甲

たが．其の後は御歩きになったので︑こんなに狸れられたのであ

の人々だけでも三百八十一名も出席さる上と云ふ盛含であった︒

し︑他を部韓と云ふことにしたのであるが︑それ等の主なる部魯

帯に各所で支曾設立の希望があったのであるが︑甲府を支魯と

で凝含式を畢げ︑その翌日は又講話をして下さった︒常時螺下一

内には頗る御機嫌がよくあられなかった︒そして翌日瞬曾議事堂

府一流の料亭に御案内したのであったが︑御質素な先生は此の案

されたので︑常時の曾餐は大方五十錘位であったが︑それでも酒
いふものぱ中々役に立ったもので︑私がまだ書生時代のこと︑或

もあり賑かな含であったことを思出します︒最も常時の五十銭と
る時中仙造を旅行したことがあったが︑信州︑頑島等今︒何れも

本陣である一流旋宿に宿っても︑大方は五十銭で足りた事を記
憶して居るが︑兎に角先生は常に含合などの場合になるべく金を

思へぱ既に創立後五十有二年︑築枯確塞は世の常とは申せ︑種々

蟹さないやらにと留意されたものである︒私は其の後基溝に任官

の含合といへぱほんとうに心かち楽しみにして炊かさず出席し

したので暫らくは東京の地を離れたのであるが︑在住中は弘道曾

の鍵霊を経て今日除り振はないのは先生に封しても申課ないと考

へ︑八十歳の老齢ながら猶元蝋を出して︑其の復興を期し︑より

たものである︒西村先生は署修を好まれないで垂範質素倹約を旨

︑協議を進あては居るが︑時局下お互に多忙の時ではあり︑思

・７

とされた︑思ひ起すと私は明治二十五年郷里山梨藤に甲府を中心
に螺綜合の麦含を同志と諮って創立したが︑其の溌含式を

切なるものがあり寮す︒

で︑汽車といへぼ東京から八王子迄しかない︑然も笹子の険岨な

出席下さることとなった︒常時は今日と違って交通が極めて不便

賜はって製艦した事︑日清戦争時代の官吏が月給五園以上の者は

饗を削って内閣不信任に出たこと︑それが明治天皇より御内諮を

物恢の話や︑政治︑救育事情︑さては日清戦争を前に議曾が製艦

田副含長等肴の間に︑加賀美君の言はれた明治二十円五年時代の

それよりは断片的に服部捨郎君︑岸胴一二治君︑高梨惣助君︑吉

ふ通りに進捗して居ない朕態である︒往時を追懐しては誠に感慨

明治天皇の天長節である十一月一二日に畢行することとなった︒富
時西村先生は華族女畢校長であら紗︑又其の他多方面に御活躍と

峠はあるし︑容易な旅ではなく︑その三十八里の遺中は極めて粗

それぞれ献金したといふ緊張した御奉公振の事︑固語を英語にす

て極めて御多忙であったが︑十一月二日に東京を談たれて特に御

見計って一同お迎へに出て居たが︑一向にお見えがない︑今か今

末なガタｙｉｌ馬車であった︒支曾長の知事以下支曾役員吾々甑を
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記の曾穂期定回四十四第

い︒そして木曾の使命は時局下愈含郵大であり︑愈々西村先生の

宅雲微雨氏等の足跡等々それからそれ・へと回顧の壷くることはな

し︑一方日本締祁主義運動勃謹たる︑西村先生を初め︑陸賞．三

るといった説︑兵式慣操探入れの事︑欧米心那振等敷会を回顧

って居る偉人の生命隙又同時に無窮である︒我々稗員は先生の此

れぬものである︒人は一代であるが︑永遠不死の生命と一鵠とな

航であるが︑併し其の縮刷は永遠の生命でのって絶つとして絶た

今日記．ある先畳者の路は常に茨の路であり︑愛園者の滋は常に雄

一方には他をもこ坐に導かむとし︑よろしく西村命胆を始め︑︒幾

多先畳者をして愈々光輝あらしむぺく︑其の永久の生命たる光を

の精祁を奉じて永遠の生命と先づ自ら一篭とならんことを努必︑

高く掲げ︑世を救世するの一役を果す曇へ誉である︒今日此の時を

御説が虞理として世に瓢はれた今日だ︑一つ積極的にやらうとの
ある︒かくて午後四時散倉した︒非常時下の第四十四回定期綱含

説が盛んに出て︑回顧は現資への力を促して遂に熱をあげた事で
は︑斯くの如く緊張に緊張を促し︑熱はいやが上にも熱を加へつ

するものあるのみである︒噸家興陵の此の非常時下︑彼れ此れと

迎へて︑激を忠ひ先蝿者を偲罫ととの切にして︑唯々信念を弧く

思ふとと切なるの除り︑敢て駄言を添へ︑以て此の大魯記を怒る

つ︑有意義に無事絡了を告げた事は︑柳かなり地下の西村曾池に
ある︒就いては金剛愈員に之を報じ︑協力一致してよく此の意銅

報いる所以と信じ︑又邦家斯道の矯め慶賀に堪へないとする所で

因に法要墓参出席者の芳名は左の如くである︒何勝別曾員祁戸

こととする︒我くは諒とせられんことを︒

値あらしむることに一路迩進せんとする次第である︒釜圃縄菓愈

此の熱をして意義あらしむくく資現を期し以て此の縄含を虞に個

ヂワ

澄子︑同西村幸二郎雨氏は︑先生の墓前に生花一劉宛を供へられ

る︒︵法要墓参出席者︶

た︒末筆非臆ながら銭に本曾として感謝の意を表する次第であ

は一の醗識ではなぬ単なる形式であってはたらぬ︒年一回の総
が我々を迎へて居ることをお互に銘記して︑一死前線の勝士の畳

︒︵昭和十八年五月二十八日︶

吉田熊次西村幸二郎演江万次郎加賀美図光服部捨郎
草間豊吉川崎大四郎長井文蔵高梨惣助蝉川信太郎
菅佐原源治郎小笠原絡一紅谷焼蔵岸田三治上野啓吉
平野常造川名又之輔景山虞盛景山久蝿割田斧二

曾は絶っても︑之を意義あらしむぺくは残る三百六十四日の努力

思へぱ我が西村含祁は︑欧化の嵐の最只中に孤軍奮闘され︑近

悟を以て教化報圃を期きうではないか︒敢て望む所以である︒

眼者流︑迷へる羊群︑縁なき迄に腐った者共に時には愛憎をつか
しつつも︑悠久なる帝国を愛する心の燃沙るが如営赤誠を以て︑

何時かは必ず目をさますことを一方には固く信じ︑﹁我れ必ずし
も今日の蛙へる者を祁手にせず︑百年の後にこそ虞の知己を待つ﹂

り︑先篭者として︑偉人として︑今更の如く愈崇措かなくなった

と絶叫されたが︑百年を待たずして閉民は愈今先生の知己とな
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○盲目勇士と母の手紙

まで一度もようたよりしまぜなんだの
です︒あしからずお許し下さい︒手紙
は行きましても袴人様に見てもらはね
ばならないでせうし︑母は字が下手な
ので皆様から笑は肌るでせうが︑どう

曾員欄

○故山本元帥を追悼す

大阪府曾員牲川清之助

蔑枇一系皇統連綿として悠久二千六百有

ゐる盲目の白衣勇士があった︒讃むに
職従って盲目の勇士はじめ戦友の雨眼か
線らは期せずして涙が溢れ︑鴫咽して諌
銃み糟けられない︒この勇士は︑パタン

れながら︑一通の手紙を讃んで貰って

くてＩ︑なりません︒今は変のとりい

は︑盲で不自山なことであらう難儀し

も不自由なことであらう︒母も毎Ｒ費

しませんが︑気持だけは毎日手紙を書

て明治の聖世は資に皇園大奮起の秋にし

差異自ら存ずるを認↑めざるを得ない︒而し

か笑はないで下さい︒それで度登は出

準一戦線サマット山で雨眼を組園に捧げた

れで忙しく︑任事のほかは母も手拭で

○○基地の祁子の葉蔭で戦友に園ま

談宮下賀上等兵︵庚島聯出身︶で︑戦友
集を賃ひ泣きさせた手紙は︑その母よし

目としばって御飯を食ぺたり︑用事を

や百日齢にもなるでせう︒その間とて

さい︒目が見えなくなってより︑もは

いて居りますから︑悪く思はないで下

に封するとは一心に感学するの大小深浅の

あるのみ︑其の現代にありて直接其の事領

として常時の史責に依て今日想貌を窺ふに

て︑此間に在りては識忠報閏の士亦自ら妙

居るのです︒礎念なことでせうが︑こ

母も毎日Ｊ１榊さま桃さまに信心して

賞に砿古未曾有の大職争と云ふべきであ

其の世界の大韓機に寄興する鮎等々に於て

てゐることであらうと恩へぱ︑可愛ゆ

の如きは︒邦家百年不出世の偉人とも云ふ

なからず︑就中乃木滑車︑東郷卒八郎元帥

ぺく︑其画家の大難局をよく打開したる正

に榊人合一の偉傑として崇拝措く能はざる

ものである︒而して日露の大戦亀今や三十

．筆申上げます︑昨日書面拝讃致し

れも天皇陛下さまに捧げたからだだと

る事︑其の作戦礎域の辰大無遥なる事と︑
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なからず翌出すると錐も︑多くは過去の人

さんの吾信である︒︲以下は其の全文で

したりしてお前が錦って来るまで母も

ました︒母も一度おたよりしようと思

思へぱ母も喜んで塗り蚤ず︒目はなく

日に論ず毎へからず︑其の畷争目的の贋大な

ってをりましても︑お前が目が見えな

有鈴年前の昔語となり︑皇顔の大飛躍亦同

いので︑人様のお惟話になるので︑今

〆

鈴年︑其の間にて壷忠報園の偉人傑士を妙

あるが︑これこそ汲遣勇士達の心の灯

お前の難儀を察して居ります︒そして

全ヂー

ものであらう︒

となる日本の母の心を語って遺憾なき

へ

I

一

なっても身燈を大切にして故郷に蹄つ﹃お母さん︑御手紙有がたうございま
てくるのを︑母は楽しみに待ってをりした９僕のことをあんなに心配下され
ます︒それからこの間逢って下されたてお身龍を悪くされろとがっかりしま
あの蛎艮に︑肩で左の手がちっとも見すから︑もう心配しないで下さい︒杖
えませんが︑あれはどうですか︑左の一さへあ奴ばどんな難かしい所も猫りで

手はまめであるのですか︒一度くはし歩けるやうになり索した︒戦友がつい

一

る︒此時に営りて︑↑全海鼠の輿望を一身に

故山本元帥の自信と典の決意とは︑推して

荷って︑全海軍統率の諏責に任ぜられたる

を以て前線に陣頭指揮を探り︑批烈無比の

知らるぺきである︒而かも最高統率者の身

戦死を遂げら虹たることは貧に超人間的否

本元帥︑御身は死しても共英露は皇国の守

しての名蕃は千蔦の讃齢を以てするも筒且

耐人の業と云ふも敢て過言に非ず︑武人と

どちらも見えるやうにはならないので柵りで歩く稽古をしてゐます︒この元
すかつ母ももうあきらめてをるのです無な姿をお母さんに見ていたどきたい

ものと信じ︑禁仰措く能はざるものである︑

護刺として縦然太平洋の戦局を照職し給ふ

公と倶に其の忠芳義芳に永久に輝き渡︽趣く

ある︒故元帥は漠仙天成の武人として大柿

に棒ぐるの逝なりと深く深く僧ずるもので

て米英を撃滅するとそ︑是ぞ故元帥の英謹

身の努力を傾注し︑釜函錘火となって謡っ

︑

後に於て亦故元帥の心を心となし職域に津

心を心となし︑益々志無溌鼓舞鍛幌し︑銃

ゆくけむや︒愛に於て皇顕は故山本元帥の

極めたるの際︑此の鋸僻を喪ふ痛恨何ぞ堪

る︒今や我と米英雨幽との決職益々織烈を

益々園民の崇拝を深からしめて居るのであ

故元帥の遺徳は次々に報道せられて︑愈々

及ばざる遠きを畳ゆるのである︒鳴呼故山

から︑くはしく激へて下さい︒お願ひものです︒罵直を塗り史すから御覧下

くをしへて下さい︒それから眼はもうて来てくれるといふのを無理に断って

します︒みな人様に手紙を書いて貰はさい︒この前の篇買は︑戦友の肩で左
ねばいけないのでせうが︒御無理をい手が隠れてゐたさうで︑とんだ御心配
ってくはしいことをどうぞおこし下さをおかけしたさうですが︑砺手もこわ
い︒それを楽しみに待ってをります︒なに丈夫で力痛が入ります︒この手紙
どうかどなたさまにお世話になるのかは六感で書いたのですが︑戦友に見て
知りませんが︑何ら眠の見えないもの貰ふとよく讃めるといってくれ史した
ですから︑何かによろしくお願ひ致しが讃めますか︑これからも字を稽古し
ます︒故郷の察より手をあはせておがてたび／︑手紙を出します︒お母さん

母より↑下手だと言って笑ふ戦友はありませ

資どのへん︒かへつてみん厳泣いてくれました
其の返事目は見えなくなっても︑お付さんの顔
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国

んでをります︒も忙しいでせうが御手紙下さい︒字が

集酸美後銃線賊

1

集談美後銃線戦

は以前よりは︑はっきりと目に浮んで

つつも︑鮮血に染まった銃の御紋章を

け翻麺宅蝿咋睡津嘩癖録叩鑑齢蝿鋤﹄｜

を負はせて下さった時︑﹁こんなに重

寄せ書きの閣族で拭いて居り︑森本伍

ゐます︒原隊を出蕊する円︑あの背嚢
いのを背負ふのかい﹂と涙ぐんで下さ

した︑○隊長殿も面ぐ来られます﹂と

長の姿を見るや︑﹁山はとれたか︑○

勇士の我が子の盲目になったのを恩

森本伍長が答へると︑﹁さうか︑よか

ったお母さんの最後の顔が毎晩夢に浮

ふ母は︑自分も目隠しで盲目になって

った︑シンガポール入城も近いぞ︑森

隊長殿は元気か﹂と聞く︒﹁山はと恥ま

思ひ遣る！鳴呼日本の勇士の母！これ

本ガンパレよ﹂と云ふ婆も次第にカス

きものと云牙べきである︒鴫呼拙なる鋲︑

て英霊に奉答する所以である︒雑に臨みて

烈なる哉︑愛に鰯民として赤誠を捧げて以

て一篇の覗僻を捧呈するや︑軍務の多端な

故元帥の傭義に厚き︑迂拙が開戦擁頭に常

るにも拘らず︑返信を賜はりて感泣措く能

はざる鹿であった︒掲げて以て故元帥の遺

一

徳を偲募事とする︒／

○故元帥の御返書

に堪へず︑播兵一同益志気軒昂目的の完遂

開戦壁頭の戦果に謝し御職詞を恭ふし深謝

に遇進罷在候間御安慰州成度何卒銃後の守

１︲︲ｆ︑．４１︑

ｆ︑ｊ１ｊグーヴ︑Ｊｒ︑ｆ︑﹄ず︑ノｑ︑Ｆ１ノ届︑〆︑

山本五十六

聯合艦隊司令長官

りに識憾なき様御奮闘之程術上候
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瞳海の巨星地に戯ち十億の
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んで来ます﹂云盈

ぞ億晴嵐債であらう︒涙なしには居ら

れて来た︒

はよい︑昨日は暑いぞ︑水筒の水は持

れない︒

去る二月九日午前零時ジョホール河

って居れ﹂とひどく咽喉が渇いてゐる

﹁軍曹殿︑水を﹂と差出す水筒を﹁俺

を強行︑渡過○○部隊梅崎章軍曹は決

のに︑水には口をつけず︒かすかに口

︑Ｏ肉弾で機銃陣に突入

死隊に加はって︑ムライ岬附近の百六

をひらいて︑﹁天皇陛下寓歳﹄を奉唱す

同率背のとの牡烈なる戦死は︑部隊
の士索をいやが上にも高からしめたこ
とは勿論である︒仙界無比の我が皇軍
の偉統結抑の尊さはこｋにある︒この
梢祁こそいよＩ︑解きに膳いて子孫に
像ふべき永遠に不朽なる精紳であ尋と
とを深く恩はいばならぬ︒︽

る聾は︑森本伍長の襟を正させた︒

十五高地の敵陣地に挺身突箪した︒部
隊随一の豪須考として戦友の尊敬をう
け︑バイヤス湾敵前上陸以来赫盈たる
武勲を樹ててゐる︒同軍曹は肉州ぞ以
て敵機銃陣地へ擁り込み︑十数名の濠
洲兵を滅多斬りにしたが︑無念にも敵
弾が頭部を貫通し倒れてしまった︒︒

雄

／

せば 延りよ内を誠

,

ｈ︑
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随筆
誠を内より延ぱぜ

大田秀穂

たであらう︒途に五月二十九冊夜百数十名を以て突雄した

らゆる援護の下に米軍大鋸上陸して以来︑随分激戦を演じ

うが︑全部が全部遂に戦陣訓の文字通り玉砕せしととは︑

とあっては︑随分敵に大損害を典へ恐怖せしめたのであら

あ堂りにも功ましく叉悼ましく︑何とも云ひ得ない心地が

するのである︒昔の元進の役に於ける壷岐︑封鳩の軍勢玲

湊川に於ける楠一族郎黛や︑開ヶ原役前伏見城に於ける鳥

に川本人の腫偵をあらはしたるものとして仙界史上に永久

居一統の勇士などと同じく︑是等山崎部隊一同の行動は誠

に光を留むくく︑無窮の大教訓を垂れつつＨ本人の心中に

難きに山木元帥戦死の報に接し︑我等は時局の容易なら

潜める忠愛心を益為燃え上らしむるであらう︒

何が偉いと云うても千閏の軍なりともとりて来ぬべき決

ぬことを捕感したのであるが︑此程山崎部隊長始め勝士二

心を以て一心一鵠最後まで至誠一貫やり通したる脇士一同

千有除名の血戦玉砕の有様を水り︑ガダルガナル島の事な
はなかるべく︑なんとしても彼米風を打ち倒さなくてはな

どと恩ひ合せて誰れでも日本人である限り感動せざるもの

たる山崎大佐は一慨如何なる人物なりしか︒聞くところに

の刺をしき人舞は資に貴むぺく之を統率しつつ始維指導し

その後川崎部隊に鮒する各械の記事＃読み行く弓ちに︑

らないとの感激が湖き上ったことであらう︒

して居った蒋迦の武人で︑別に機略縦椛とか豪気堂堂とか

才智昨溢﹄一云曇様な人ではなかったとのことである︒斯る

よれば︑大佐は平素より唯為凡帳耐に自己の本分を守り通

人がいよいよの場合に接してば文字通り︑・自己の本分を忠

つくづく思うたことは︑右部隊が昨夏決然卜陸してより今

たものかな︒斯かる遠方の小島内に於て墾煮に犯され病燕

食武器搬薬を以て怖給の困難なるに︑よくも斯く排ち縦け

したるものではないかと思ふ？斯かる見方が若し淵れりと

識に溌揮し︑文字通り人冊に存する天地正大の索をあらは

日迄遠い不便な地にあって限られたる人数に限られたろ糧

に悩まされたる君はどんなにかつらかつたであらう．叉身

すれば︑本常に偉い人と云ふのは別に大いに塗った人物で

を隠すべきヂャングルもなくして︑折糞の爆郷蕊退等もな
かなか容易のことでなかったであらう︒特に五月十二日あ
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､

はなく︑唯平素にあっては父として夫として師長として︑

に戦ふつもりで上下一致働くことが大根木である︒やれ組

の仕事に過ぎないので︑要は農商工の人︒べや勤め人等が戦

織を改めたとか︑役人の名月が鐸ろたとか︑園長︑部長︑

手に参加したつもりで︑否大いに川本﹂元帥等の軍紳と共

班長の名前が揃ふたとか云ふ様なことで足りるものではな

其の道在識しつつ隊にありては慈にして厳善く隊長の勘を
行したるものかと思ふ︒今や我日本人は山本元帥や山側中

識し︑鐙事に際しては之に雁ずろ工夫を平素の訓練通り資
勝︑加来少勝︑山崎大佐その他幾多軍紳とも云はれた方益

いと恩ふ⑫

此頃は至る鹿で講演︑講習︑打合せ︑修練等の曾合があ

の精測を燈得し︑その人と同様の心持の下に畢観一致益誉

って全力を議すより外はない︒食糧哨産に従ふ人は獄為と

り肥料を施したりすることが食糧増産であり︑器械を廻し

ことは容易でないと恩ふ︒大髄川植をしたり︑草を刈った

何れも有川にして御尤の事許りであるが︑同時にやり通す

って様燕の御勧めを頂いて居るのであるが︑是等のことは

してその道に剛むくく︑軍需川品製産に興る人は管巷乎と

たり︑石炭を焚いたり︑切ったり削ったりすることが工業

−−34−

塞鍛渉岸一唾雪郵劃識涯誘藷唾剛赫転恥奉耀鋤稲酬鑑識蔀極

して︑前よりも二倍も三倍も働けば善いので︑何も御上か

端産であって︑事務をとったり誰群したりすることは一部

の袖助手段に過ぎたいと恩ふ︒よろしく指導すると共に一

ら指固があったからとか︑叉は申し合はせしたからと云ふ

緒に働かなくてはならない︒奨励すると共に垂範を示さな

許りでなく︑自分の仕事を自分の責任として自ら測定して
あれば善いのであ︾３勤め人なども生活の不自山や地位の

是れ丈けのことは是非やり通しますと云ふ決意と澱行さへ

はならない︒剛肌を次ぐ軒間より必要なれども︑剛臥吹が

必要であるが︑力士の数より年寄が多い様なことがあって

多過ぎても肘ると恩ふ︒尚ぼ又自己の勤労に封して俸給諸

くては注らない︒相撲には行司も年寄も検査役も呼出役も

議の志を縄ぐ所以なりと考へ︐る︒役所で訓示したり通牒を

給と勤努相雁の報酬を受けたり︑又は報酬なくも祁膳の名

高下︑権力の大小︑築進︑機曾の多少などをあまり碩慰しな

震したり含議したりすることは間より必要であるが︑︐是許

騨を受くることは何等差支はないが︑斯かる人糞が一般人

いで︑従前よりも一層奉公することが山木元帥始め蛍い英

叉は進んで自己の考と異る人左に剥して︑時局不認識など

よりも除分に愛閣者でもあるかの様な言動を採ったりする

りでは祷吏されないと恩ふ︒各諏の閣篭で色掩指剛したり
と叱り立てして膳ることもあるが︑それは至鎧の内の一部

／
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と､ぱ延りよ内を賊

肌であるの忠勇無双の将兵は一たび戦場に向っては無我無

一般の道徳に至っては必ずしも優秀とぱ云ひ得ないことと

口

ととは如何のものか︒それよりも橘響や利益あ恥ぱょした

中で全く榊様に近い程の人の多いことであるが︑一旦戦争

て末流に至りては時に或は失態を演ずる様のことなきにし

が片附いて極らく駐屯が永引くとなると︑上流者は別とし

人海の方が寧ろ徴いのではない・かと恩ふ︒此頃はＨ本肱到

る虎役人若くは準役人が増加したことは時勢上常然である

とへ何等の塙利を受けずとも︑格別不平なくして辛抱する

が︑反面には如何なる事でも無代償で仕事をする人が著し

もあらずであったり︑更に蹄通して一職民衆の間に交はれ

今の時勢に於て討論したり修行をしたりすることも︑大

く減少しつつある現象を如何に老ふぺきか︒

張して居るものも仔細に槻察すれば︑その言説と賛行との

はな．い︒更に一般役人や民衆に至りては︑大髄としては緊

距離のあまりに隔たりの大きいのに驚く・ことが少くない︒

ば所謂泉兵は良民たるべき賢悟の薄らぐ様のこともないで

分で篤し︑奉公の義務ありと信ずることは進んで無代償で

例へぱ農工商の間にあって闇相場は湖やく公然の秘将と葱

いに必要であるが︑単刀直入自分の篇すぺきことは必ず自

に倣事にいそしむことが先務ではないか︒官吏や激闘の如

勤め様と決心し︑勤労奉仕ときけば早速︑農人や工人と共

きかないやり方をしたものか尋なと恩はろるに過ぎない︒叉

りつつあって︑偶共松畢せらるる人の加きがあれば︑素の

もある︒日本の警察官は全世界中にあって最も清廉潔白で

資際︑公定償格通りとすれば全然生活が出来ない様な商蜜

きも待遇問題などに屈托せずｐ一生懸命にその側の義務を
か唱へられて居るが︑それは全く佃糞銘登が藩着いて山本

完うすべきではないか︒一億畢って翼政とか︑敢闘資践と
元帥や山崎大佐などの様に心静かに雌湘に本分を護郷する

るものがないでもない︒唯地方にあって少しでも批諦する

評判の善い方であるが︑その警察官に封しても陰口を弄す

が如きは︑直ちに自己の生存問題となるが故に︑あまりに

篇すぺきととが非常に多きに係はらず︑気力や鎧力が之に

表面立たぬに過ぎないとの説もある︑皐校教員の如き︑待

鹿にあるのではないかと恩ふ︒斯う云ふうちにも自分等の

仕事をなし得ざることの如きは資に鍵念に堪へない︒

して移り行くこと水の低きに就くが如く︑貨物の萄ぎぽ一走

遇の薄いことについて重為御察しするのであぉが︑縛盈と

伸はず︑且つ地位境遇を得ざるが篇めに是れぞと云ふ程の
斯く考へ溌績けて居る間にもまた悲しい思ひにうた肌て

るが如き様のことがあるｐ小畢校令との他畢校令によって

居ることがある︒それは税等日本人は斯縄職昨迩徳には優
秀なる性椛をあらはしたがら︑平時に於ける道祷叉は銃後
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るものが︑遊女の如く化粧し︑若い男までが洗面室を占領

︵十１頁のつづき︶

ぺきは常然であるが︑教育者の素質は殿堂低下し易く︑大

示されたろ目的は貧に堂冷たるものでありや妻た斯くある

の注意書あるに拘はらず︑洗面室に時を透って︑他の迷惑

して︑・俳優の如くに︑容顔の修飾に浮身をやつし︑織道省

飲食︑娯楽その他日常生活より見たる我等日本入は︑まだ

あったさうだ︑君子は容貌粗野ならしめないことを元帥は

ぺきである︒元帥は軍縮曾議に川席したときもイガ栗頭で

元帥を億出すのである︑此のやうな些事にも︑元帥を畢ぶ

らぬ状況である︒入畢制度の如きも古き弊害を去って新ら

都市の官公立畢校すらが段交代川的の教員を採用せねばな

ノ︑優秀なりとは断じ難い︒上に聖天子の大御稜威あり︑

知らぬわけでは無い︒元帥は︑櫛とポマードの蔦に一分一

ことながら︑私は︑近来︑此のやうな場合に︑いつも山本

下に紀律ありて重賞電罰あり︑後に輿論の大制裁ある場合

秒達送る蕪は無いくらゐ︑四六時中︑いつも／︑張切って

を顧みざるものが少からぬことである︑これは極︑些細な

の道徳や︑又一旦緩急に虚しての道徳は賀に立派にして完

しき弊害を迎へんとする有様である︒概して交通︑経済︑

全なれども︑他人は知らず天地の間に立って目から瀞ふす

の教室には︑﹁日本に封する南太平洋に於ける米海軍の作

ゐたのである︑元帥がアメリカで兵畢蔚を参槻した時︑そ

戦団﹂が拙かれてあったところに︑Ｈ本の海耶人が入って

べき痕柵の工夫に至ってはまだノー︑進まない鮎の多いこと

来たから︑教官は狼狐したさうだ︒元帥は︑﹁いづれ南太

是は一燈如何なる原因に基くものであらうか︒私は地方の
盗伐生活︑生活必需品の窃取等が行はれたり︑或は相常荊

集曾に川脈して持物がなくなったり︑奥地に行けば立木④

此の大東亜大戦の勝敗は︑我が閥燈の開するところであ

平洋でお目にかＬらう﹂と言って︑悠揚として去った︑元

黙があるのではなからうかＬ﹄怪しみ︑何とかして一般道徳．

勝たすんば図篭を永遠に擁謎する所以ではない︑元帥が張

帥は︑かくの如く︑張切ってゐたのである︒

の水準を一歩なりとも高むることが州来ないものであらう
かと疑念するのである︒つまり日常簡易の道徳をもつと手

切ってゐた心境はそれであり︑さうして其の戦硬となった

得ざる場合に立曾ふことの多きを見て︑何虚にか不完奈な

易く湾行する工夫如何を老ふるときには︑よし人がやらず

のである︒︑われ／︑．日本人は︑悉く︑山本元帥のやうに張

識階級の家族間になっても︑人事上の紛議が容易に解決し

とも或はそれが披にならうとも︑自分でやり通す外はない

切ってゐなければならぬと信ずる︒︵完︶壬

ノ

易︑副世一系︑金甑無欲の固鯉を擁謹するは此一戦にある︒

やうになるかと思ふ︒︵完︶︵六月四日記︶
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，記の曾話談員曾･曾常月六

六月常含・含員談話含の記
本含常含の六月魯員談話含は︑定日十八日︵金︶午後五畔牛よ
り本含館二階癖談室にて開脅した︒時恰も梅雨期であって連︑膨
はれぬ大雨であり︑然も準備管制中の闇夜とて出席には剛難なる

陶しい日であるが︑時に此の日は折悪しく朝来より梅雨期とも思
悪惟件であったが︑熱心なる念員諸君の思の外の参加があって州
曾し得たことは何よりであった︒先づ演江主事は閉禽の挨拶とし
戸︶︑

のさといふことであった︒又途四五日前のこと︑明治四十一年の

帝大出身者が︑卒業後三十五年に和輪するので︑岱時の恩師を招

待した︒私も招かれて行ったが︑其所に魂賛含の副総裁である後

や︑︑︑

藤君も四十一年組とて出席し泡︺其所で私は後藤君に翼賛含に大

任を受けて御苦鍔のことだ︑しっかりやって呉れ給へ︒時に淋翼︑

な所では讃せまんよ﹂と逃げられたがへどうも今日でも是非なく

Ｒ

賛曾といふものはどういふ性絡のものだと聞くと︑﹁それはこん

震江主事︒松波博士の言はる入やうに︑翼賛含存派の理由とな

てはならぬ理由に判然しないものがある︒

ると中々虞相を明かにすることは困難な事でせらが︑兎に角今日

翼賛徹と云ふちのが存在して活動して居るのであるから︑吾々と

いと云ふ希望があったら︑それを承はりたいと思ふのであり室

しては其の説賛愈に封し︑何をやって黄ひたい︑斯くして黄ひた

服部捨郎君︒誰か蛾に翼鋳御に閥係して居る人が居ると如何な

す︒◆

る方針で如何に活動して居るかと云ふ靴も分るのであるが︑吾々

は唯新聞紙上で猛る一端を知る丈のことであるが︒其の範園内で

松波仁一郡博士︒これは御参考迄に巾上ぐることですが︑前述

の希望といふものならば種々とないではないが︒

の平沼縄理を訪ねた時︑こんな事も話した︒翼賛曾は政治剛艦で

つりごと﹂で政論に開することである︒それをどうして政治剛篭

なく︑公事結献といふことであるが︑大政翼賛脅の大政とは﹁ま

でなく政治を論じ一しは悪いのか︒と訓くと︑それは従来の政黛の

やうになっては困るからといふ程度のものであると云ふことであ
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︾

﹁どれより曾員談話曾を開催致します︑本日は雨天の折多敷御出

政翼賛倉に封ずる希望﹄と致しまし畢婿必ずしも之に限った事で

席を得て感謝に堪へません︒談話愈の話題は御通知の通り︑﹁大
はないが︑先づ此の事に就いての御意見を承はることを得ば何よ
りであります︒

松波仁一郡博士︒曾て大政翼賛含と云ふものについて誰に聞い
て見てもよく属の性格が分らない︒其所で或時総理大臣で翼賛曾
の総裁であった平沼触一郎君を用件があって訪問した峠︑談偶々
此の翼賛曾問題に飼れたので︑私は翼替曾は縄理大臣が縄裁で各
府懸知事が支部長であるが︑一それなら何も翼賛曾がなくても縄理

大臣が各知事に命令すれば何んでも出来ることではないか︒大臣
と知事との開係に並行して同じやらなものが是非無くてはならぬ
るが︑大畢に官立もあれは私立もある︒恰もそれと同じやうなも

虞意が解せないがと言ふと︑卒沼縄理は︑それは君も閥係して居

P

記の曾話談員曾･曾常月六

つた︒

構と思ふ︒其の他今日は仕事の山積で︑或は歩行禁漂とか心遊び

大きな圏霞の力によって成し途げるといふ︑こうした方面に大い

的に言へぱ潔山あらうが︑一個人の力ではどうにもならぬものを︑

的の登山で至る所を汚すとか︑汽車︑電車内の蕊理とか種冬具罷

上迩を目的とし︑政府と表裏一藍となり政治閣畿ではなく全くの

贋江一三意︒翼賛政治曾が政治圏陛で︑翼賛曾は上意下達︑下祷

公事結耽であるが︑一燈吾々国民一般といふものは︑翼賛曾忙皆

に識力して貰ひたいものと思︑毎

識の概要を説明し︑次で今日の無線科畢漉用の新兵器十数種︑及

づ一般への理解の順序として︑電波放送についての韮礎︑灘蝋知

大井怖三氏登壇︑﹁大東亜戦争下に於ける無線兵器﹂と題し︑先

介により餅日の講師たる高等ラジオ技術講習含教務理事総身曾員

庇江主事の本曾甲乙要領朗讃に一同唱和し︑雑って庚江主事の紹

約三十分間にして講演含に移ることとなった︒先づ閣民儀震の後

時は既に懲定の午後六時半とて一先づ打切って夕食を共にし︑

入っ牝居るのでもないが︑どういきものであちら︒
服部捨郎君︒一般国民は皆入って居るのではなからうが．筑賛

拙年園の方には今日大分入舎して居るやうに見える︒｜
唐江一三事︒翼賛街も以前は組縦分子に思想的上兎角の噂もあっ

たりして蝿度か改組され︑今日は鈴程整備して来たやらに恩はれ
る︒

飯島忠男君︒翼賛徳の下部活動で概潰あたりで私の目に蹴れて

狩率の無線科堅兵器として賞醗室を既に離れた恐るべきもの数種

居るものは︑含員は皆一べ！クをつけて居り︑時々交通整理に常っ

て居ること︺又先般末建艦献金運動を街頭でやって居ることこれ

とにつき︑具撹的に平易に説明され︑﹁正に今日の戦争は無線兵

間半に及び︑午後九時散曾造汀︒︵十八・六・十九︶

一

に成るといふものであらう云杢と・・かくて快調熱誠の講演も一時

大東亜戦争も我が正義の捷利となる善へく︑世界恒久の平和も鳥め

に︑科畢の振興を期する要切なるものがあり︑而して益に至って

はせることがある︒斯く考へ率らぱ愈々日本精祁を謹揮すると共

云ふ・へく︑戦争も亦愈々複雑性を加へると共に︑義きい妙味を思

の新兵器が出現するとすれば︑正に科撃の護達も極致に近しとも

としては殺人光線等々の事に及夢︒かくして又之に封礎する科肇

の測定器︑潜水艦等の方向探知︑暗夜暗雲の探知器︑更に滞来性

乃ち飛行機の敵本擦へ進行誘導と冠波︑敵機の位地距離︑速度

器によって決せらるる﹂の槻をざへ痛感させられた事であった︒

位のものである︒だが交通整理など折々でなく連績的にやって賞
ひたいものである︒又先日を一方から任ぜられて居た熱心な人が
突然他方から晃ぜられた事があるが︑役員の任免なども翼賛智な
り或は替察方面よりといふ風に一本でない所があるが︑これなど
も改めて賞ひたいと思ふ・

服都捨郎君︒従床は青少年圏や獄々の幽盟があって活動して居
たが︑それ等は今は暗んど翼賛曾の傘下に政めた事とて︑どうか
翼賛曾も充分な活動をやって賞ひたい︒時局に臆じた緊密な仕事
をテキパキと願ひたい︒世の中で一陛翼賛舎が出来た馬めによく
なったと云ふ事はどうも少い︒隣組などもどらも不完全である︒

最も部分的にはある︒軽井浮や・跡奈川際下等の幾つかのゴルフ
場を翼批の手で開墾して増産に諸手する等々の仕事などは誠に結
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餌

手ね川川︑寸薪が哩聡

○陸軍記念日
０℃℃も一■ｂＵ︒１

○悼山本元帥

同︑人

９ｂ︑ｂももも９℃ももＣＱｂ
ｂ℃ｂｂもｂｂ○○００○○○

機上指揮忠烈死︒淋繭永謹太平洋︒

深謀果断決心剛ｕ希世英名足激腸Ｕ
評臼︒激揚忠烈之意︒白躍如其飼︒
一○同

Ｊ春江菅谷健男︵千葉︶
℃︑︑ｂももも○○○○００Ｏ

︑１℃Ｕｂ９℃︒ｂ︑℃勺口もｂ
風聞提特有雷名︒奇紫深謀破米英＠
評同︒一結有力︒可以慰其英頚︒

戦死仰衆人悉炎︒榊州正気放光明︒

○同
如雪慶野庄作︵茨城︶
℃ｂＵ−ｂｂもｂ

身起海軍蒙大恩︒武動赫為閏年存︒
００○○ＣＯＯＯ
俄然開計堪哀悼︒護閣篇祁安至尊︒
評日︒誇句最能寛元帥之忠烈︒

○五月六日赤十字耐総
曾︒拝皇后陛下尊影恭賦

霞軒鵜野英治早葉︶
︑ｂもＵもＵｂ℃もｂ︑Ｕｂ９

救謹傷痩瓢赤誠︒戦時勤務壮天兵︒

﹃●

℃画︾Ｄ︑一ＪもｂｐＪｂ﹂■Ｂ︑ももＤ・

皇妃臨御博恩旨︒敷寓臣蕊泣寵柴心

特可慶賀︒高作螺禰自得其髄︒

評臼︒赤十字砥総曾︒此戦時有此光柴︒

蕪風高木泰早葉︶

○江亭夏日

ｂももも弓も︑

六月江顕一雨崎︒青山如洗蓋難成︒

評日︒．結句脚多少感慨︒

満風挑面忘炎暑α幾読雛騒自慰慌︒

○夏日農村

如雲慶野庄作︵茨蕃

Ｂｂ℃口９℃℃０○○００○︑

維陽風勤水雲村︒喜雨唯州蛙鼓噴︒

蓑笠何誹労苦事︒大東戦下日鋤園︒

吾兄有此言︒非無故︒

評臼︒農協園之本︒況在戦時不可不勉︒

○初夏友人求含

三省尾津幸治郎爵吾

評日︒交情之厚可欽︒勤惟之徳雨可馬世

楊花飛散雨晴除︒親友何個宮弊臓︒
百℃ＵＤｂｂもも︑■ｂでｂ耳・
変飯炊来君勿笑︒戦時卿有後園疏凹

之範︒

「

石崖林庸之助早葉︶
回顧郷雑征戦年︒我皇武徳大如天︒
Ｕも︑︑９９ＵＵＵＵ９℃９９
乾坤一郷稜威下︒東亜隆興裁得全︒
評臼︒句々締練︒能叙東亜之味典︒可以
諦也︒

○日米戦偶作

霞摘只野涜患島︶
℃ｂ ９ Ｕ も Ｕ も ｂ ｂ Ｕ ︑ ｂ も Ｂ
○○・○○○○○

日米今年決戦秋︒王師百蔑燕貌淋︒

南洋北海庚荘柳︒意気堂拷芥斗牛︒
評同・此作者之意鎮︒亦衝天︒

︑○時局自誠
敬亭但馬緊之丞全葉︶
︑もり９９℃︑

Ｕ︑ｓｂｂｂｂ

月夕花展避酒樽︒胸中自誠訓君恩︒
皇軍将士殊動通︒柳詠新詩遺子孫︒
評日︒︑職吟有此自識︒其忠誠亦可想︒
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○鍾銅回牧
敬亭但馬肇之丞︵千葉︶

もＤも勺もｂＵ︒℃もりももｂ

尺銅寸繊悉回牧︒火灼戦車皆膳蓋︒
Ｕもｂ︑もも︑．００００００Ｏ
征服将来開地下︒物資豊富大洋洲︒
評日︒命題新而糖樽奇︒末尾更妙︒

○祇美玉堂三省宗匠
立机

道松堂中津麗水田梨Ｙ
︑ＵｂｂＵももＵ︑︑︑ｂ℃ｂ０
詩操節高風不染塵︒多年俳道遠超倫︒
９号ももじじ９．ももｂ︑ロも︑

｜林呪看立机名謹大酔筆舌縦横妙入祁︒
評日︒妙入祁三字︒可移以評此作︒

○贈兇在某造兵廠
聴松小池三男吉︵長岡︶
も９℃ｂも︑９もりｂｂｂもｂ︑・
撃滅米英空陸洋︒皇軍士気愈昂揚︒
９℃℃℃ＤＵ︑．Ｕ︑●９℃℃︑
要知増産造兵業︒職域直通鮒戦場︒

評日︒詳叙職時心及造兵要︒首尾反映甚
奇︒

一

○詣晃廟

移山寺烏慶早葉︶
９︑℃日℃ｂ︑︒９もももりｂも・

古廟威議銀雌然︒朱丹掩瑛翠微煙︒
Ｂ︑ｂｂｂ︑℃︒○○００○○
時難堪憶祁君績︒曾是昇平三百年︒

評日︒一讃使人憶祁君績︒羨昇平之時︒

○訪小湊誕生寺

恵婿兼坂重︵千葉︶

℃でＵもで︑屯・

評臼︒共捷幽逮︒

ひ℃Ｄ︑もも︑少

使都人焚︒

一座無起水清涼︒ 澗 昨 青 髭 野 草 香 ︒
ｂｂ︑ｂ℃▽︑
ｂｂｂ︑℃︑ｂ
不 動 尊 厳 三 越 渡 ︒ 遊人掛仰願除映︒

○吾子寓於東京︑偶

：行面掛

東耕石川藤作︵茨妙

勺ロも一もむ︑℃︒︑・もＵ一■■︑℃

もりｂ刊℃︑︑○︒○○○００

頑健迂翁六十五︒乗車忘老入東京︒

評日︒近歳君遊東京︒具訪茅屋︒

と︑と︒

蝶名作の順序に書き他のものを挿入せざる

原稿は毛筆大書し︑印刷通り題︑説︑姓名

投稿注意︲

元帥名︒

ＬＩｆ

兵︒飛航機上身錐姥．牡烈長留

一撃唯期敗米英︺秒荘南海進精

丈難石川采六

○悼山本元帥

見孫待騨問安否︒快話欣懐無限精︒
もりＢｂＵ℃︑

故及︒

来訪祁開諜自閃︒高構像諜仰温顔︒
Ｏ註誕生寺枕内浦溝風光化．給句

偉勲赫套輝千載︒三脈間維内浦湾︒
評日︒絶勝因高作益顛︒可喜也︒

○宿山寺

裡湖那須哲九田形
もｂＵＤｂｂｂ一ｔＱｑＬｂ︑︑０

西封葉雌南館山︒北東幽澗水塀令
日一℃ｂ・もｂ︑︑℃Ｕｂ℃も口ｂ

騨心一黙無堅俗︒暁霧時来洗老識︒
評日︒綜合東西南北之景︒描篤如霊︒

○浦瀬十勝︵其一己

ゞ波多良介︵新潟︶
○三越渡清水

戸
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佐藤頁欝
○七月霊題・夏舟

天茨城螺長沼戒美
︑川風と月とをのせてす上みする舟には夏や
のりおくるらむ

○禰島螺漬妬博綱
○↑山梨螺守家将作

慎帆片帆矢はせのあたり夕立のそ上くかな
かをかへりくるみゆ
豆きいと脱ふ隅田の川ひらき花火の下はみ

○千葉聯涜井芳子

瞳舟にして一

ぼたるとふ川の面す上し舟人乱かしをと上
めて下りゆくらし

○山梨牌山本耕夫

小舟かな

若鮎の躍る川瀬を無てながら緩々流れゆく

○松江市成瀬岩太郎

槌吾も又たかし舟つくる工の場に夏をむか↑
へて

Ｏ千葉聯字井太三郎
○禰島鰐菅野三郎治

かへり率し兵士のせてきちの海に夕涼みす
る舟やたか舟
つとめ絡へて家路を急ぐ波舟吹く風うれし
夏の夕暮／

．○山梨螺中津麗水

て遊へり

富士川の柳のかけの涼み舟夏の恐さも知ら

○禰烏螺只野閑月
吹く風に夏なかりけり漕ぐ舟のまつか浦烏
■一

○宇都宮市土屋禰減

めくりめくれは．

にかよひて︒

乗りてこそ涼しかりけれ筏舟夏は川風四方

〆○︑千葉聯高石縮ご

夕立の雨足見えて養老川とまふきいそく舟

○鱗賀蛎久保久一郎

のつく人

○千葉螺蕨柴太郎

網船に打ちたる跡を眺めつつえものらかか
ら人そ諒しき

○山川僻矢岡部典市

月の夜を夜舟に乗ればふくかせにあつさ壱や
るＬなつの里川

○茨城聯長沼威信

みいぐさの勝を祁ると夏の海舟を漕琶つつ
まゐる寓烏

○千葉螺鵜野秀赤

よそひたる舟は浮へと夏川にす上しけなる
は筏なりけり

○千葉牒粂坂・秀嶺

大利根のあしまわけつ上行く舟はみてもす
上しきとＬちこそすれ

夏なから夏を忘れて涼しきは秋を隣りの刑

○︑千葉聯伊庭弘道

の上かな

○禰烏聯湯田久寿

隅田川に舟を淳へて夏の日に海迩近くに網
曳営するかな

○秋田市妹尾馬之助

夕立をあとにのこして大利根の川つらかへ
る舟そすふしを

○東京市工藤哲英

のひ？︑と心のとかに浦く舟は夏の流れに
しくものそなき

ず︒

砂白く松青をかけに舟よせてあつさわすれ
ぬ歌の友とち
○八月余題・砺波・七月五日締切︒九月兼題
明月︒投稿は開封四錨のこと︒葉書は探ら
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地〃新潟厩波多良介

夕風に岸のす生きのなひきあひて涼しくみ
ゆる夏の川舟

人千葉螺本城巳之助

ゞ舟うけて利根の枝川とをくれば蕊間涼しみ
夏としもなし

人新潟螺横山文子

長岡の市をみやりて信濃川こぎゆく舟に夏

人千葉聯保科徳治郎

なかりけり

利根川のあしまの風に送られて下る小舟そ
夏なかりける・

人埼玉聯〃小島小博次

人埼玉螺石川奈美子

たへかたき今日の暑さをよそにして舟こぐ
人や涼しかるらむ
青すたれ風になひきて東しげに利根川下る
舟も見えけり
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１

旭東予醤

・愛知永青

東京無鴬生

騨魚を乾し並ぺけり夏霞
ふり仰ぐ忠頚塔や夏霞

登り来て峠に立てば夏霞

滞玉三省
田植した跡静けさに夏霞む
大阪勝山
茂る山おぼろに見えて夏飼む
秋田茅竹
廃に鍬の書あり夏霞
川口松風
巌烏常居浮ぴて夏霞打

松江形↓堂
山風に吹かれて消えぬ夏謹

茨城淡々
夏霞番刈る畢徒並びけり
︐山梨松堂
帆船一つ見えつかくれつ夏ゞ霞
千葉縄子
磯の香の鼻に担りぬ夏霞
賑烏底所
ほの見ゆるお花畑や夏霞Ｃ

ロ伺剛月
夏霞森に浮き立つ五重塔

・滋賀萱堂
帆船去りて湖静かなり夏霞
禰鳥閑錐
ＩⅢ
ｆ
且
罫︾
吟ｉ脚

￨
、

夏霞房総の山うすＩ︑と

◇紙魚

東京

頑島

本紙の隅を走りて紙魚光る

山梨

軸物をひろげて惜しむ紙魚の穴

滋賀

紙魚の痕古りて鯨をお総本

山梨

紙魚文書判じては讃む師弟かな

松江

紙けば紙魚走り川づ秘識本

山口

紙魚走る祁父の形見の夏羽織

古葛龍中に湧きをり雲母鎚

埼王

締くや指頭に光る紙魚の粉

耐烏

衣類純隅に憤虫か上み届る

千葉

紙魚一つ古書の中より走り出づ

茨︑城

東京

夏溌山宮つＬみ消えそむる

禰鳥

夏一謹日ねもす飛べる哨空機

愛知

仔馬駈ける高原の敏夏極む

&

古葛篭紙魚のむくろの光り居ぬ

偽 ・

− −

夏霞岬背にして北寄貝船

一

− 4 2 −

山

月 堂 堂 雄 堂 風 生 香 堂 如 々 雄 月

吾

閑 松 登 貞 形 松 一 無 化 閑 一 淡 秋 松

弘道俳壇

１

一漁夫の漕ぐ船足軽し夏霞

埼玉佳香
一束の間に湖包みけり夏霞
雨島椿堂
千葉一如

◇夏霞

蚊帳の兇をのぞき静かに母の去る

一写塁茶羅の紙魚畏くも桃ひけり

◇秀逸

山梨貞雄
・夏鰻樹海しづもり湖湛ふ
ゞ頑島閑堂
夏霞潮騒近く砂織掘る・
滋賀萱堂
夏霞青豆ちぎる朝の畑
千葉一加
一飛行機の吾のみ問ゆ雲の峯
禰島閑月
一防空 の 貧 演 果 て 上 夏 霞 む
愛知吾山
銃後守る力を龍めて代田掻く
胴島林堂
山梨松堂

弘
道

俳

h且

同椿堂
老眼に逃げゆく紙魚を迫はんとす

行々子川岸の葦の葉ざわめける

元帥の偉勧輝き風薫る︲

○旭束子

忠魂碑郷燭の燃え一Ｌ昏れゆけり

曇野姫子

若草に勝悶あげぬ蹴骨難

岡山三禾夫

職勝つ日余詮菰がて夏立おい

大阪汎

きざはしに鹿の居りけり芳楓・一

．隣島いくを

・海に向く分教蟻や鯉職

服臥瞬ずい鯉咋瞭・源仏ｔ心．陶恥ｌ馴︲い︐ｉ︐︑ＩⅢⅡ叩叩ⅡⅢ川１！︲︲︒剛︲咽且■Ⅱ■■８１５ｑ１日０１１０１︲１１︲１１

令

茨城淡冬
泥島松月 月

秋田茅竹

古葛篭取り出す古書に紙魚の穴

川雫へりの土手に窪顔つ堂き咲く

つ封じ咲く庭を背にして篤虞撮る

堂

乗り換へてまだ出ぬハスに夏の蝶

千 葉 総 子 ﹄子一・

千葉緬子．

古葛寵中より紙魚の走り出づ

塙玉三省
愛知永青

心羅の秘職の巻や紙魚の穴

一大阪勝山

紙魚の穴深く微れり紙の巷

東京秋雄 雄
騎馬一騎若葉の堤をかけにけり
頑島閑堂
紙芝居青葉の庭の保育園↓
埼玉佳香 香
苗代の稗抜く朝や風もなし

八月五日限
◇喜雨︑蚤︑雑詠
◇百日紅︑日焼︑靴 詠 九 月 五 日 限
︒天の川︑錨︑雑詠 十月五日限．

○課題︵各五句︶

青↑書院窓いつまで去らぬ峰一つ
︑愛知永青
大楠の七五三の太さや風薫る

︽同吾山

感激の報道なりを夏の朝

埼玉奈美子．
雨雲に乙女等桑を摘み急ぐ

◎裸題例句

喜雨の円に一人も居らず休みけり

喜雨一潟地上のもの上睡り

喜雨すぎて一乗の雲をのこしけり

桔梗に眼あかるし蚤の痕・

蚤取粉の隈どる穐締きにけり

蚤の跡敷へながらに添乳かな

4瀞一

なれも亦古書を慕ふや紙魚一つ

頑鳥臆所
愛知吾山

丈笛の紙魚焼石に沸ひけり

◇雑詠ゞ

若営日の書を続くや紙魚の痕

千葉一如

銃後守る翁夫婦の︑柚かな

東京無総生
汽車綴く西山緑の故郷に入る

山梨松・堂

滋賀・萱堂

伐られたる刺樹蓮罫や風薫る

託見所の賑ふ寺の芳葉かな

︑祇島排堂

捷報を聴きつＬ今日も田植かな

同膜所

田植了へて心しづかや夜の雨／

一一瓢朝月英

老鴬や草畦かけある雌茶屋

山梨貞雄

埼玉三省
何時となく荷馬寄りけり木下闇
山口松風
若鮎や雨に釣りゐる松浦川
松江形堂
岩腹の夕陽に燃ゆるつ入じかた
雨島閑堂
新潟晃聖
麓の葉のそよぎて光る蟹かな〃

閑月
曇１１同１

介
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一の資現を期することに努力することとなれ一後逓時半より本曾々議室に於て開命︑﹁大一

０００ｒ・１︐１．●ｕＴ０Ｕ・仏ロ・凪︒ｌ官１１．１︐０６−１Ⅱ︐１︐１１１︲０１−ⅡＪ・

一△今回協賛禽員貴族院議員丸山鶴吉氏は過一見の交換をなし︑総て夕食を共にして後命一

一り︒一一政翼賛倉に封する希望﹂につき含員各自意

一般後藤文夫氏の後任として大政翼賛含事務一午後七時よりは講演曾を開き大東亜戦争下一

念の議事に入り︑識算決算︑事業の報告記より本識習含も浦五ヶ年となり︒卒業生約一凱森蝿韓霊麺潔函詐畔毛七一八雨月は暑中一一

愈役員及功労者の毒昌覗賀を畢行︑総て縄は何よりである︒因に此の二十回の講習に一ならぬことを痛感した次第である︒かくて一

行︵山口︑徳島︑愛媛の三螺二一名︶次で本一の重大性とにより連日多数の申込雲者を見る一を深く恩はせ︑科畢日本の資現を期せねば一

て開催︑園民儀超の後本年は例年の年祭をゞ募集は︑六月一日より受付けることとなれ一時間半以上に亘る講演あり︒今日の戦争が一
臓して直に第八次釜閏善行者の表彰式を畢一るが︑本講習食の好評と︑時局下無線科単一精脚の戦戦たる一方又科畢職でもあること−

︵策四日曜︶午前十時牛より本含館講堂に於△高等ラジオ技術講習食の第二十回の生徒一ジオ技術講習含教務理事大井怖三氏の約一一

△第四十四回定期縄含は︑五月二十三日︑一総長に就任きる︒慶賀︒︽．︐一に於ける無線科畢の新兵器につき︑高等ラー
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本曾鴬報

１︲︲︲︲︲Ｉｉ１
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蕊窯悪霊蕊窯麗龍鰹鶴講潟議燕騨鰯蕊礁銭議一

｜而して翌二十四日︵月︶は靖園祁碓参拝︑一△六月十一日午後四時半より本含今長室に一錘毒明子袖郵雄哩醇蔀皐恥哩噸鋤吟華誌鴫一

一需識︾塞聡純睡準睡華牽＋浄嘩︾捧蓉娼評﹄畔躍樗鑑準準睦謬一心鋪装鞄諏唱峠癖︾認一恥︾晒需率榊岬︾岬︾礎確崎︾︾峠娠︾︾二手

報 梁 合 本

一０１０１１１■Ⅱ１．日Ⅱ■ｒ・ＩＦ竹０ⅡＪＵｊ８ｇ■■Ｔ０■６日日■且ＢｌｒⅡ■■・■

｜につき種々協議する所ありたり︒

一歌奉唱︑勅語奉談︑贋江主事より誇書を代一
一表者に授輿︑本含及ラジオ普及同志含雨代一一

二■日二■■９且守８６Ⅱ８巳〃Ｂ２■ｒⅡ■Ｉ■ＩｏＩＦ−０ｒ且ＯＢ■１１Ⅱ１０．６■ｒ１１６日ＩⅡⅡＩ０ＢＩ■■ｐ８Ｊ３Ｊｆ１ＨＪＩ０●１１■１■１Ⅱ７日８口ⅡⅡ１６９Ⅱ１ｌｌＪＩｚ０Ⅱ０１００Ⅱ３５１．Ｉ■Ⅱ８８Ｖ５ＤｒⅡⅡ１Ｉ８ＪＵＩ１ｌ１ＪＩ１ⅡⅡ●ＩⅡｕＨ１０１１ｌＤＩｏｊ１ｌ−ＩＦ８ＪＤｊⅡ〃Ｊ１ⅡⅡ８１１日ⅡＯＵＩ︐

４１０．１００■ａｌｑｏ■ｑ１ｑ９日．１日■■４一四口−９８勺１ｒ０ａ−

一通科四十九名︑本科八十七名︑本科試鹸合一
一り︑含員畢げて之に賛成せる所ありしを以一事出席せり︒
一て︑本含主脳部に於ては之に基き協議しそ一△本含々員談話倉は︑六月十八日︵定日︺午一砺霊奔涯路といふ好成績を見たのは何より一

一・り︒

凝議難難藤識塞鐸難鎧溌謡
、

』

日本弘道言職員

口型事

含長伯僻堀田砿恒
副曾長文肇博士吉田︐熊次

講談法堅陣士松ｊ・茂
誹議文畢隙士吉旧識致

主事庚江万次郎
口監事

財務監督下郷仰平

1

高島卒三郎
三輪田元道

宇野哲人

口諸窪
文・皐博士
東洋大畢教授

三輪田高等
1

鯛勇壁倒室跡一
○鐘に弘遡七月銃を御送りするのである
が︑本読は去る五月二十三日開催された本

御自愛を切に耐る︒

○磐中︒に向ふ折として︑決戦下曾員諸君の

る︒御諒承を御願ひする︒．

ものを除いて来月に譲る外なかったのであ

必讃のも右の如くにして本読は殆んど他の

したい︒ものと恩ふ︒又太川先生の随筆も

に綴けの意気を燃え上がらさせる一助とも

に衷心哀悼の意を一表すると共に︑以て元帥

帥﹂について御高説を頂いた︒吾々は今裁

○但し本読には横山健堂先生より﹁山本元

ものとして御諒承を得たい︒

遺憾である︒けれどもこれも決職下らしい

の口給は︑用紙無きため不掲載としたのは

言ふ趣胃からである︒然し例年の縄曾記念

気を霞し︑一意教化に御指導を願ひたいと

な気分を味って頂いて︑縄曾に現はれた空

録ではあ．り︑一は全愈員が出附したと同様

ずることとした︒一は本曾の津重すべき記

弘道寅憤︵税込︶金参一拾銭也

一ヶ年曾我金参目

弘道食入含手蹟

一ヶ年含賓金参回を梯込み入曾の手綴をと
ること︒含員には雑誌弘道を無料配布する
外に種々の特典あり．規則書は郵券四錘封

日本出版曾曾員番読一三二○二二

極認廻日本弘道曾
所冠話
九段九番．
．振替口座東京四一三七番

︐東京都祁田睡西祁田二丁目一︲番地

印刷所︵東東元己敬文︑吐

東京都牛込腿下宮比町十二番地

東京郡牛込腿下宮比町十二番地

印刷人告原留吉

編輯人／

護行兼２割田斧二

東京都祁田砿西刺田二丁目一番地

昭和十八年七月一日談行

昭和十八年六月廿八日印刷納本・

本曾編栂部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑ゞ

入の方に直に送付す︒

１１

の原稿を見合せて︑総脅記事をぱ詳細に報

紙不足で本雛から減頁断行ではあるが︑他

命第四十四回の認曾雛とも言ふくく︑此の

一 一 一 ｰ ー ー 〆 − − − − − …

￨

法
I
I
二
人圏

財務監督結城豊／太郎

−

女畢校長
1

●１１
１︲︲１１１−

泊翁西村茂樹先生講述

簡堂松卒直亮校訂

１１
１１ｌ

１１１

登一

行一

香九段九・話電・香七一三四京東替顕

所曹一

逼田紳市京東
一ノー田紳西

口四六版クロース上製美本

戸

口定償金六拾銭．郵税金拾銭

口曾員には郵税本書負摺

本書は泊翁西村茂樹先生が︑明治三十一年八月三日より同九日までの一週間︑更に翌明治三十二年八月十二

６屯・ｒ

００１イーＪ０Ｉ００ＩＩ１Ｉ１Ｉｌ４ｌｊ︲０１１１１１１唱吋１４１Ⅵ旬０１１１１４００Ⅱ４１９９１４屯０ⅡⅡ日

1

日

日より同十五日までの閥日間︑前後二ヶ年に亘り十一日間を愛知際の南設楽郡︑北設楽郡︑八名郡の三郡教育

含聯合による夏季誌習曾に於て︑小畢教員の鱒に道徳教育に閲し講述せられたろものＬ速記で︑泊翁先生に久

しく親灸せられし本含顧問伯爵松平直亮氏の校訂を練て︑鍵に弘道誌上に褐載せるものである︒

本含は現下の国情に鑑み︑其の使命とする岡民道徳振興碇期するには︑根本として愈と小畢校の修身教育作

興に侯つ大なるものあるを痛感し︑其の一助にもと曇に修身教育参考を篭行せる次第香あるが︑恰もよし此の

西村先生の道徳教育講話は︑小畢佼道徳教育の作輿に資する町淘に大なるものあるを深く信じ︑鼓に本書を渡

ｉ言１９

１１．１必０︒Ｉ．●も︾心Ｆ１用４６︲ｂｌけも︒Ｆ１叶外６．．︲︲Ｆ可■■１０︐４

を縛るあらぼ︑本脅の砿拳と兼魯脈である．Ｉ

１１

｜I

曾 道 弘 本

ー̲−亘

行して虞く世に頒たんとす︒翼くぱ今日小皐教育の任にある諸君は勿論︑世の道徳教育に心ある大方の御清謹
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